
語学講座  2021 年10 月 募集   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<会場>  

横浜市国際交流協会(YOKE) 

TEL：045-222-1174 

パシフィコ横浜 

横浜国際協力センター５階 
（〒220-0012 

横浜市西区みなとみらい1-1-1） 
 
＜緊急時 はオンライン切替授業＞ 

オンライン(zoom)時は 

自宅からレッスンに参加 

 

 

公益財団法人 横浜市国際交流協会 (YOKE
ヨ ー ク

 ) 主催 

横浜 みなとみらいで学ぼう！ 

 

【募集期間】◎10/14 (木) ～ 10/29(金) ※10/16,17,24 を除く)  
※参加希望クラスに空席があれば、これ以降のお申込みも可能。 

【申込開始】  10/14(木)14：00～ 受付《 先着順 》 

募集人数はクラスにより限定あり（満席時はキャンセル待ちも可能） 

(１) 電話(要 当日中の必要事項メール) か E メールで申込し仮席を確保。 

(２) YOKE 受付回答日から 4 日以内に 参加費ご入金で正式に受講決定。 

   ※キャンセルは規定にて対応。開講後のキャンセルは返金なし。 

【参加費】途中からの参加も安心：参加開始日からの授業回数分を 

まとめ払い   

▶授業の様子やレベルなど 参考情報は TEL でお問合せを。 

2021 後期：  英語 ・ スペイン語  

【コース】（１）特別講座： 11 月～  新講師２名による 新たなクラスを４クラス増設。 

（２）通年コース：10 月～ ９クラス開講中！ まだ参加可能  ＊祝日・年末年始は休講 

【講師】アメリカ・イギリス・インド  他出身者  

【講座内容】 文法的な正確さを追求するより、まず実践的なコミュニケーション力の向上を目指します。 

コミュニケーション活動を中心に、必要な理解力や表現力を増やせるよう進めます。 

【参加費】  ① 特別講座： 平日(月～金曜)  全 14 回の場合  30,800 円 (税込) /講座・ ﾃｷｽﾄ代別   

② 通年ｺｰｽ：  平日(月～金曜)  例）15 回の場合   33,000 円 (税込) /講座 ・ ﾃｷｽﾄ代別   

③ 土曜 (主に第 2・4)： 通年ｺｰｽ 例）8 回の場合 19,800 円 (税込) / 講座・ ﾃｷｽﾄ代別   

【授業時間割・定員・申込方法】→ 裏面へ  

【参加の前提条件】基本は対面式講座が中心。緊急時はオンライン(zoom)講座に切り替えます。 

（1）緊急時(コロナ等ウイルス感染防止対策時や台風等状況により)、主催者判断で速やかにオンライン講座に 
切り替わることを事前了承の上でお申込みください。(※ 申込後でも準備可能であれば参加可) 

（2）オンライン講座に切り替え時、PC やタブレット等の環境で インターネットやメールを使用できる方 

※  zoom(ズーム)の操作は自己学習が基本ですが、簡易な参加方法はアドバイスする予定です。 

特別講座も１１月開講、始めるなら今‼ 
外外外国国国語語語でででコココミミミュュュニニニケケケーーーシシショョョンンン   

広々としたスペース。シールドあり。１人１机で 
ゆったりレッスン。（ 感染防止対策 ） 

 

〈New〉Charles 先生 
アメリカやカナダで暮らした
後、日本に移住。企業や学
校、英語試験に向けた指導な
ど多数の経験あり。 

 全部で英語 10 クラス 

スペイン語３クラス 

後期参加者  10 月募集内容  ※在籍継続者受付後の募集です。 

〈New〉Karen 先生 
インドで育ち、教育とコミュニケー

ションの学位を持ちインド・香港・

日本の学校等で英語指導経験多数あ

り。カリブ海から世界中を旅行。 



2021年 後期  (10月～3月) 募集 <先着順> 

(１)10/14（木）14：00 ～ 受付開始。まず仮席確保を 
→ 電話か E-mail で(2)を申込連絡。満席時はｷｬﾝｾﾙ待ち

※空席があるクラスは開講後でもお申込みが可能。 

(2)【必要事項】YOKEへメール ←電話の方は申込当日中 

①希望クラス ②氏名(ふりがな・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ表記) ③〒・住所  

④電話番号 ⑤ E-Mail ｱﾄﾞﾚｽ (PC ﾒｰﾙ受信可能なもの)  

⑥講座参加の開始希望日(要調整) ⑦講座を何で知ったか 

〈オンライン切替用の確認〉 

⑧PC/ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境を持ち、メールや zoom

操作が可能か？ (※ｵﾝﾗｲﾝ授業開始前までに準備可能か)   

⑨zoom 操作経験無しの方は事前アドバイスの希望有無 

(3)YOKE から受付メール返信→参加費お振込手続きを  

仮席申込の翌日から 4 日以内のご入金で正式決定 

(4)参加決定者は開始日にｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝあり /10 分前集合 

 

 

【2021 後期 外国語コミュニケーション講座 スケジュール】 
＊日程は予告なく変更となる場合があります。募集人数は継続者を除く人数です。＊先着順のため申込時に満席クラスもあります。 

言語 回数 
番
号 

レベル 曜日 時間 講師 
定員 

各10名 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
(開講初日) 

日程 (途中か
らの参加可能) 

New 
特別講座 

英語 

全 
14
回 

特 1 初級Ⅱ 火曜 13：00 ～14：00  チャールス 10 名 11/2（火） 11/2～3/8 

特 2 準中級 火曜 14：30 ～15：30 チャールス 10 名 11/2（火） 11/2～3/8 

特 3 初級Ⅱ 金曜 9：30 ～10：30 カレン 10 名 11/5（金） 11/5～3/11 

特 4 準中級 金曜 11：00 ～12：00 カレン 10 名 11/5（金） 11/5～3/11 

通年ｺｰｽ 

英語 

全 
1８
回 

１ 初級Ⅰ 水曜 14：30 ～15：30 アビー 若干名 10/6（水） 10/6～3/9 

２ 初級Ⅱ 月曜 14：30 ～15：30 リチャード 若干名 10/4（月） 10/4～3/7 

３ 準中級 水曜 13：00 ～14：00 アビー 満席 10/6（水） 10/6～3/9 

４ 準中級 木曜 14：30 ～15：30 リチャード 若干名 10/7（木） 10/7～3/10 

全 
９ 
回 

５ 準中級 
指定 
土曜 

11：30～12：30 アニー 若干名 10/9（土） 10/9～3/12 

６ 中級Ⅰ 
指定 
土曜 

10：00～11：00 アニー 満席 10/9（土） 10/9～3/12 

通年ｺｰｽ 

スペイン語 

全 
1８
回 

７ 初級Ⅱ 金曜 14：30 ～15：30 ノルマ 若干名 10/1（金） 10/1～3/11 

８ 
文化ｻﾛﾝ 
(準中級) 

火曜 11：00 ～12：00 ノルマ 若干名 10/5（火） 10/5～3/8 

９ 中級Ⅰ 金曜 13：00 ～14：00 ノルマ 若干名 10/1（金） 10/1～3/11 

【レベルのめやす】 ＊以下は段階で表示。授業についてご質問がある方は、お気軽に お問合せください。 
 

        

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

英 語 スペイン語 

初級Ⅰ（Basic）： 英語でコミュニケーションを「つなげ
る」基礎力をつける。【向上プロセス段階】①「つなげる」 

初級Ⅱ： スペイン語でコミュニケーションを「つなげ」「続け
る」基礎力をつけ、「広げる」力につなげる。（DELE レベル
「A２」を目指す方向け） 

【向上プロセス段階】①「つなげる」②「続ける」（③「広げる」） 
初級Ⅱ：英語でコミュニケーションを「つなげ」「続ける」基礎力
をつける。【向上プロセス段階】①「つなげる」②「続ける」 

中級Ⅰ： スペイン語でコミュニケーションを「広める」「深め
る」力をつける。その力を元に、「高める」力につなげる。
（DELE レベル「B２」を目指す方向け） 

【向上プロセス段階】③「広げる」④「深める」（⑤「高める」） 

初級Ⅲ： 英語でコミュニケーションを「つなげる」「続け
る」「広める」基礎力をつける。その基礎力を元に「深め
る」力につなげていく。【向上プロセス段階】②「続ける」
③「広げる」（④「深める」）   ＜※今期はなし＞ 

文化サロン(準中級)：スペイン語でのコミュニケーションを「深
める」「高める」力を確実につける。（DELE レベル「B１」を
目指す方向け） 【向上プロセス段階】④「深める」⑤「高め
る」(基礎文法終了後の復習とレベルアップ。スペイン美術を通
じて文化に触れ、興味を持って楽しく学ぶことを目指します。） 

準中級：英語でコミュニケーションを「広める」「深める」
力をつける。その力を元に、「高める」力につなげていく。 

【向上プロセス段階】③「広げる」④「深める」（⑤「高める」） 

中級Ⅰ：英語でのコミュニケーションを「深める」「高め
る」力を確実につける。 
【向上プロセス段階】④「深める」⑤「高める」 

文化サロン(中級)：このコースは、さらに語彙を増やし会話力をつ
けたい方のためのクラスです。各テーマを通して、語学だけでなくス
ペイン語圏の国々の情報や文化などを幅広く学びながら、交流を深め
ていきます。    ＜※今期はなし＞ 

☆講師プロフィール ほか (YOKE の HP) 
 

https://www.yokeweb.com/gogaku 

 yoke 語学講座     検索    

【申込方法】 

   

申込・問合せ先：  

(公財)横浜市国際交流協会 

語学講座 担当 

TEL:045-222-1174 

＊ 開館： 月曜～金曜 ／ 休日：土･日･祝日  

語学講座 E-mail： college@yoke.or .jp 

※ お預かりした個人情報は 本事業に関する連絡にのみ使用します。 

※ チラシの内容は予告なく変更となる場合があります。  
最新情報はホームページまたは電話にてご確認ください。 

語学講座 E-mail 

＊在籍者の継続受付後の募集です。 


