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講 座 名 回数

講師名　(出身国) 定員

英会話　入門　Aクラス 毎週　月曜日 34回

山口　千鶴　（日本） 10:20～11:50(90分) 15名

英会話　入門　Bクラス 毎週　月曜日 34回

グレッグ・リーチ　（カナダ） 15:20～16:50(90分) 15名

英会話　初級  （月）クラス 毎週  月曜日 34回

グレッグ・リーチ　（カナダ） 13:40～15:10(90分) 15名

英会話　初級　（火）クラス 毎週  火曜日 30回

テリー・A・サンダース　(アメリカ) 9:40～11:30(110分) 10名

英会話　初級　（日）クラス 毎週  日曜日 34回

リンドン・グリーン　(イギリス) 15:00～17:00(120分) 15名

英会話　初中級　（土）クラス 毎週  土曜日 34回

マイケル・テーラー　(アメリカ) 9:45～11:45(120分) 15名

英会話　初中級　（木）クラス 毎週  木曜日 30回

グレッグ・リーチ　(カナダ) 14:00～16:00(120分) 10名

英会話中級　（金）クラス 毎週  金曜日 34回

マイケル・テーラー　(アメリカ) 9:35～11:35(120分) 15名

英会話上級クラス 日曜日（月２回） 22回

ダニエル・リー　（イギリス） 13:40～15:40(120分) 15名

中国語会話　入門 ・孫クラス 毎週　日曜日 16回

孫　勉　（中国） 19:35～20:55(80分) 10名

中国語会話　初級 ・徐クラス 毎週  日曜日 34回

徐　麗　（中国） 9:10～10:40(90分) 10名

中国語会話　初中級・孫クラス 毎週  月曜日 32回

孫　勉　（中国） 19:00～20:30(90分) 10名

中国語会話　中級・孫クラス 毎週  日曜日 32回

孫　勉　（中国） 18:00～19:30(90分) 10名

中国語会話　上級・張クラス 毎週  日曜日 34回

 張　華　（中国） 10:50～12:50(120分) 15名

フランス語会話　初級クラス 毎週  金曜日 34回

ミシェル・ヒロカワ　（フランス） 13:40～15:10(90分) 15名

フランス語会話　初中級クラス 毎週  金曜日 34回

ミシェル・ヒロカワ　（フランス） 10:00～12:00(120分) 15名

フランス語会話　中級クラス 毎週  水曜日 34回

ミシェル・ヒロカワ　（フランス） 10:00～12:00(120分) 15名

フランス語会話　上級クラス 原則土曜日（月2回） 22回

ミシェル・ヒロカワ　（フランス） 10:20～12:20(120分) 15名

韓国語会話　入門･芝男クラス 毎週  月曜日 32回

金  芝 男　（韓国） 9:40～11:10(90分) 10名

韓国語会話　初級・芝男クラス 毎週  土曜日 32回

金  芝 男　（韓国） 15:20～16:50(90分) 10名

韓国語会話　初中級・芝男クラス 毎週  土曜日 32回

金  芝 男　（韓国） 13:40～15:10(90分) 10名

スペイン語会話　入門・初級クラス 毎週  水曜日 32回

加藤 パトリシア　（チリ） 13:40～15:10(90分) 10名

スペイン語会話　初中級クラス 毎週  水曜日 32回

村井・ｴﾚｰﾅ　（コロンビア） 9:30～11:30(120分) 10名

ドイツ語サロン 月２回（日曜日）

ヨーグ・ロス　（ドイツ） 10:00～12:00（120分） 若干

スペイン語サロン 月1回程度（土曜日）
加藤 パトリシア　（チリ） 14:30～16:30（120分） 若干

トラベルイングリッシュ初級Ⅰ（特別講座） 4月の毎週月曜日4回 4回

グレッグ・リーチ　（カナダ） 13:40～15:10(90分) 15名

トラベルイングリッシュ初級Ⅱ（特別講座） 4月の毎週月曜日4回 4回

グレッグ・リーチ　（カナダ） 15:20～16:50(90分) 15名

外国人のための日本語教室 毎週　土曜日 34回

日本語ボランティア 10:00～11:30(90分)

外国人のための日本語教室 毎週　火曜日 34回

日本語ボランティア 10:30～12:00(90分)

ＡＩＲＡ　イブニングクラス(にほんご） 毎週  金曜日 36回

日本語ボランティア 18:30～20:30(120分)

外国人のための文化講座

ボランティア講師

22 市民プラザ 他 41,740 開講日　５月　８日

テキスト代
別途

開講日  ５月　７日

30 市民プラザ 他
テキスト代

別途
開講日  ４月１２日

25

28

26

27

参加費有

8,640

8,640

テキスト代
別途

市民プラザ 他

会場確保次第

４月１、８、１５、２２日

４月１、８、１５、２２日

開講日  ５月１１日

市民プラザ 他

詳細については、HP、チラシ又は我孫子市国際交流協会（AIRA）へお問い合わせください

電話：04-7183-1231　（定休日：木曜日・休日）

AIRAﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「外国語講座のご案内」に「講座選びの目安」を掲載しています。レベル、教材等をご参照ください。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.e-aira.jp

31

21 市民プラザ 他 34,830 開講日 ５月１１日

実施日未定。決定次第HP上に掲載します。また、会員へはお手紙でもお知らせします。

内容：ﾊﾞｽﾂｱｰ・生け花・料理・着付け・ﾎﾟｯﾄﾗｯｸﾊﾟｰﾃｨ等　　　　　　　参加費：実費

（注）受講料等には、消費税及び年会費が含まれています。なお、教材費が別途必要になります。（№26、27は該当せず）

市民プラザ 他

24 参加費有 会場確保次第

23 市民プラザ 他 55,560 開講日　５月１５日

市民プラザ 他

アビスタ 他

29 市民プラザ 他

9 市民プラザ 他 37,640 開講日  ５月１９日

10 市民プラザ 他 24,460 開講日  ５月１２日

13 市民プラザ 他 38,280 開講日  ５月１２日

11 市民プラザ 他 38,720 開講日  ５月１２日

12 市民プラザ 他 38,280 開講日  ５月１３日

8 布佐STホール 40,550 開講日  ５月１０日

5 アビスタ　他 38,720 開講日  ５月１２日

6 アビスタ　他 40,550 開講日　５月１１日

開講日  ５月１３日

2 市民プラザ 他 38,720 開講日  ５月１３日

7 市民プラザ 他 37,640 開講日  ５月　９日

3 市民プラザ 他 38,720 開講日  ５月１３日

4 布佐STホール 37,640 開講日　５月１４日

1 市民プラザ 他 38,720

2019 年 度 外 国 語 講 座 の ご 案 内
我孫子市国際交流協会（ＡＩＲＡ）

５つの言語と日本語の教え方講座を開講します。どなたでも申込みできます。

№ 開催曜日及び時間 会 場 受講料等 備 考

14 市民プラザ 他 44,220 開講日  ５月１２日

17 市民プラザ 他 44,220 開講日 ５月　８日

15 市民プラザ 他 38,720

16 市民プラザ 他 44,220 開講日 ５月１０日

開講日 ５月１０日

19 市民プラザ 他 34,830 開講日 ５月１３日

20 市民プラザ 他 34,830 開講日 ５月１１日

18 けやきプラザ他 34,070 開講日 ５月1１日

円

申込期限：４月１０日（必

グレッグ先生

（英会話）

マイケル先生

（英会話）

テリー先生

（英会話）

リンドン先生

（英会話）

ダニエル先生

ミシェル

ヒロカワ先

ヨーグ先生
(ドイツ語サロン）

孫 勉先生

（中国語会話）

徐 麗先生

（中国語会話）

張 華先生

（中国語会話）

金 芝男先生

（韓国語会話）

エレーナ先生

山口先生

（英会話）

パトリシア先生

（スペイン語会話）

（スペイン語サロン）


