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【授業の時間割】【申込方法】 
＊詳しくは 裏面をご覧ください。 

〔通年コース ：2020 年前期募集〕全 13 クラス 
 

【授業期間】 4/1(水)～ 9/26(土)＊祝日･夏休みは休講 

【講師】アメリカ、カナダ 他出身者 

【コース・参加費・定員】 （定員には外国人優先枠含む）  

月～金曜 /全 18 回コース 38,880 円/ﾃｷｽﾄ代別 定員 13 名 

＊木曜 15 時～のみ/全18回ｺｰｽ 38,880 円/ﾃｷｽﾄ代別 定員 14 名 

指定土曜 / 全 10 回コース  21,600 円/ﾃｷｽﾄ代別 定員 16 名 

公益財団法人 横浜市国際交流協会 (YOKE
ヨ ー ク

 ) 主催 

★2020 年 前期への第 1 次募集  

〔2 月 見学 ＆ 体験 キャンペーン申込〕 
～授業の様子やレベルなど 自分に合うか確認して 優先申込！ 

 

【日程】 2/3 (月)～ 2/14 (金) (※2/9, 2/11 除く) 
 

【コース・参加費】 ＊期間限定キャンペーン料金  
A 体験 90 分： 2,000 円／回  受講生気分でお試し 
B 見学 90 分：  500 円／回  オブザーバー席で見学   

【定員】キャンペーン限定人数／お問合せを (外国人優先枠含む) 

【申込】1/27 (月)14：00～TEL 予約受付開始 ※先着順 

★第 2 次募集 (ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ後でも 空席あれば体験･見学可能) 
〔一般申込〕2/17(月)14：00～TEL 受付開始 ※先着順 

 
 

＜YOKE 語学講座＞ 

アットホームな雰囲気で、さまざ

まな文化や国の事、そこで暮らす

人々の事などに触れながらコミュ

ニケーション力を身に付けます。 

講師自らが持つ様々な経験や

YOKE 事業連携企画も取り入れ、

異文化理解の機会にもします。 

〈参加者募集〉 

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） 

 

英英英会会会話話話   ＊＊＊   ｽｽｽﾍﾍﾍﾟ゚゚ｲｲｲﾝﾝﾝ語語語   

間違えても気にせず話せる場にするのも 

学びのポイント。一番気にしているのは 

実は自分だから… 

国が違っても 言葉が違っても  

誰かと一緒に楽しむ気持ちは 記憶に残りやすい!! 
 

横浜 みなとみらいで学ぼう！ 

 みんなハロウィン仕様で

英会話を楽しんだ日 
 ゲストスピーカー交流 

偶然にも２ヶ国の 

スペイン文化が学べた日 



 

【2020 年前期 授業スケジュール・時間割】＊ 日程は予告なく変更となる場合があります。 

 

 

言語ｺｰｽ 回数 クラス 曜日・時間 見学＆体験日程 通年ｺｰｽ日程 

 
 
 
 
 
英会話 

全 18 回 
基礎 
コミュニケーション 木曜 15：00 ～16：30 2/6・2/13 4/2～9/17 

全 18 回 
初級 
コミュニケーション 月曜 14：00 ～15：30 2/3・2/10 4/6～9/14 

全 18 回 

初級 

火曜 15：00 ～16：30 2/4 4/7～9/15 

水曜 15：00 ～16：30 2/5・2/12 4/1～9/16 

木曜 13：00 ～14：30   2/6・2/13 4/2～9/17 

金曜 10：30 ～12：00   2/7・2/14 4/3～9/18 

 
準中級 

火曜 13：00 ～14：30   2/4 4/7～9/15 

水曜 13：00 ～14：30   2/5・2/12 4/1～9/16 

木曜 10：30 ～12：00   2/6・2/13 4/2～9/17 

全 10 回 ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ(中級以上) 指定 土 10：30～12：00 2/8 4/11～9/16 

スペイン語 全 18 回 

初級Ⅱ 金曜 15：00 ～16：30 2/7・2/14 4/3～9/18 

中級Ⅰ 金曜 13：00 ～14：30 2/7・2/14 4/3～9/18 

文化ｻﾛﾝ(中級以上) 火曜 10：30 ～12：00 2/4 4/7～9/15 

【レベルのめやす】 ＊授業についていけるか不安な方は、お気軽に お問合せください。 

  

【申込方法】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

英 会 話 スペイン語 

基礎コミュニケーション： 身近な話題のやりとりを中学校の英語学習で行うレベル 
/ 対象：中学･高校で英語の語彙や文法は習ったものの、聞き取りや会話は苦手と
いう方向け。 

中学 1～3 年程度の英語教材を参考に、自分の言いたいことを英語で先ずは伝えられ
る基礎力をつけることを目指します。 

初級Ⅱ： 文法の基礎を引き続き学び、
直説法の現在形の復習をしながら過去形
へ進んでいきます。日常生活の出来事や
趣味について語り合い、今まで学んだこ
とを復習しながら楽しくコミュニケーシ
ョンし、表現を増やしていきます。 初級コミュニケーション：身の回りのことや簡易な内容を中学 3 年～高校 1 年程度の

英語学習で行うレベル / 対象：話し手によるわかりやすい言い回しであれば、簡
易な内容なら ある程度は聞き取りができる方向け。 

中学 3 年～高校 1 年程度の英語教材を参考に、片言でも英語で積極的に相互のやりと
りを続けていくことを目指します。 

中級Ⅰ： 基礎段階の文法を終了して
いる方、自分の身近な話題に応答でき
る方のためのクラスです。 

表現方法、語彙や文法・接続法もレ
ベルアップし、思っていることや伝え
たいことを話せるようになることを目
指します。 

初級： 会話はちょっと苦手という方向け。少しずつでも自分の思うことを伝え、相手の
言うことを理解できるようになることを目指します。 

準中級：ゆっくりならば相手の言うことの概要を理解でき、自分の身近な話題には応答で
きる方向け。表現や語彙を増やし自分の言葉で思うことを伝えられるよう目指します。 

文化サロン(中級以上)：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。 

ディスカッション・クラス（中級以上）：議論の論点が理解できること、興味や関心
を示し質問するといった積極的な聞き方ができること、堅苦し過ぎない適切な語彙を用
いて自然な英語表現ができ、自信を持って自分の意見が述べられるよう目指します。 

   

☆ 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    
<通年コース 2020年 前期 (4月～9月)> 

◆第1次募集  2月 見学 ＆ 体験キャンペーン申込 
＊ 1/27 (月) 14：00 ～  電話で受付  

1/28 (火) 以降は E-mail も可 

※体験日の早いA～Bコース順で先着順受付   

☆申込み時、希望クラス・コース(Ａ･Ｂいずれか)･ 

希望日程･氏名･ふりがな・電話番号・講座を何で 

知ったか を明記  

★見学＆体験者は授業終了後に希望があれば(申込多

数時は抽選) Ａ(体験 90 分)→Ｂ(見学 90 分)の優先順

に クラスへの優先申込みが可能 

◆第2次募集 一般申込 ( 空席があるクラス ) 

      ＊2/17(月) 14：00 ～ 電話で受付  
 2/18 (火) 以降は E-mail も可 

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で先着順 

※ コミュニケーションクラスについて：英語表現の正確性なども学習しながら会話の力をつける講座ではなく、自分の

言いたいことを 先ず片言でも英語で伝えられる基礎力をつけるための講座 


