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Ⅰ．2019 年度 開講クラスと担当講師について 

開講時期 
講座名 

（クラス） 
定員 担当講師 

受講料 

（一括） 

前期 初級 25 名 
宮下 和大 （ミヤシタ カヅヒロ） 

（神田外語大学スペイン語講師） 
\30,000

（注意）各クラス申込者が４名以下の場合は閉講とさせていただきます。 

Ⅱ．授業時間および授業日程等について 

2019 年 4 月 8 日 (月) ～ 2019 年 7 月 15 日 (月) 10：40～12：10 【全 14 回】 

4 月 5 月 6 月 7 月 

8 日（月） 

15 日（月） 

22 日（月） 

6 日（月・祝日） 

13 日（月） 

20 日（月） 

27 日（月） 

3 日（月） 

10 日（月） 

17 日（月） 

24 日（月） 

1 日（月） 

8 日（月） 

15 日（月・祝日） 

※開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡致します。 

※下記日程にご注意ください。 

●2019 年 5 月 6 日（月）、7 月 15 日（月）は祝日ですが、授業実施日です。

●2019 年 4 月 29 日（月）は GW 休業中のため授業はありません。

Ⅲ．クラスの定員と講座内容について 

講座名 授業時間 定員 講座内容 

初級 

月曜日 

10：40～12：10 
25 名 

スペイン語での基本的なコミュニケーションのために、基礎文法から始めましょう。初

級・前期は、1)文字と発音、2)名詞の性と数、冠詞、3)形容詞の性と数、4)主語の代名

詞、5)動詞 ser （Soy de Japón. 私は日本の出身です。）、6)動詞 estar （¿Cómo estás? 

元気？）、7)動詞 estar （José está en la biblioteca. ホセは図書館にいます。）、8)動詞

hay （No hay problema. 問題ありません。）、9)時刻・曜日・月日の表現(¿Qué hora es? 

何時ですか？)、10) -ar動詞(Hablo español. 私はスペイン語を話します。)、11) –er動詞

(¿Qué comemos? 何を食べましょうか？）、12) -ir 動詞(Vivo cerca de aquí. 私はこの近

くに住んでいます。)、13)所有詞（Esta bicicleta es mía. これは私の自転車です。）など

の表現を学ぶ予定です。 

【担当講師からのコメント】 (宮下 和大)  

言語の習得には 4 つの要素（聞く・話す・読む・書く）は不可欠と言われます。 スペイン語の場合に、

特に肝要なのは動詞の活用です。動詞の活用と例文を音読し、繰り返し練習して進めましょう。 これが

スペイン語をマスターするための秘訣です。 皆さんとご一緒に週 1 回のスペイン語をとおして、英語と

はまた異なった文化圏への見方につながる旅を始めてみましょう！ ¡Buen viaje!  

【使用するテキスト】 『プラサ・アミーゴス －スペイン語で話そう I－Plaza Amigos Español para hablar II』  

著者：柳沼孝一郎 ほか 出版社：朝日出版社、  価格：1900 円＋税   ISBN：978-4-255-55042-8 

公開講座（スペイン語）〔初級〕 
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Ⅰ．2019 年度 開講クラスと担当講師について 

開講時期 
講座名 

（クラス） 
定員 担当講師 

受講料 

（一括） 

前期 中級・文法 ２５名 
柳沼 孝一郎（ヤギヌマ コウイチロウ） 

（神田外語大学イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻 教授） 
\30,000

（注意）各クラス申込者が４名以下の場合は閉講とさせていただきます。 

 2018 年度後期スペイン語初級（講師：柳沼孝一郎）の後継講座です。 

Ⅱ．授業時間および授業日程等について 

2019 年 4 月 9 日 (火) ～ 2019 年 7 月 16 日 (火) 13：10～14：40 【全 14 回】 

4 月 5 月 6 月 7 月 

9 日（火） 

16 日（火） 

23 日（火） 

7 日（火） 

14 日（火） 

21 日（火） 

28 日（火） 

4 日（火） 

11 日（火） 

18 日（火） 

25 日（火） 

2 日（火） 

9 日（火） 

16 日（火） 

※開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡致します。 

2019 年 4 月 30 日（火）：GW 休業期間中のため授業はありません。 

Ⅲ．クラスの定員と講座内容について 

講座名 授業時間 定員 講座内容 

中級 

・ 

文法 

火曜日 

13：10 

～14：40 

25 名 

初級(Plaza Amigos I)で学んだ基礎を土台に、引き続きスペイン語でコミュニケーションがと

れるよう基礎をしっかり学びます。 中級（文法）前期の学習内容は、1) ¿Le gusta el cine? （映

画はお好きですか？）, 2) ¿Qué piensas hacer mañana?（明日は何をするつもりなの？）, 3) ¿

Me lo dices en serio?（本気でそれを私に言っているの？）, 4) ¿A qué hora te levantas?（何時

に起きるの？）, 5) ¿Cómo se va a la estación?（駅にはどう行くのですか？）, 6) Soy dos años 

mayor que tú.（私は君より 2 歳年上だ） など様々な動詞を用いた表現を学びます。 

●A la carta “Plaza Amigos” を通してスペイン語圏の歴史・文化・社会について紹介します。

●サブテキストとして学習事項に合わせた「読物」（lecturas）を併用し「読解力」を養います。

サブテキストは随時、配布します。 

【担当講師からのコメント】 (柳沼 孝一郎) 

スペイン語をマスターする秘訣は動詞の習得です。 動詞の活用と例文を音読し、繰り返し練習して覚え

ることです。 中級ではスペイン語の生命とも言える「再帰動詞」や「無人称文」「比較表現」などさまざまな

表現と「過去時制」について学び表現のはばをさらに広げ、語彙力を養い、スペイン語の運用能力を向上さ

せます。 

４億人を超える地球上のスペイン語話者とコミュニケーションを取りさらにつながっていきましょう！2020

東京オリンピック・パラリンピックなど国際イベントのボランティアにも是非ご協力ください！  

さあ、皆さんとご一緒に活力みなぎるラテン文化の新たな世界への旅立ちです！! Buen viaje ! 

【使用するテキスト】： 『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうⅡ－Plaza Amigos Español para hablar II 』、 

著者： 柳沼孝一郎他、出版社：朝日出版社、価格：1900 円＋税 ISBN：978-4-255-55053-4 C1087 

公開講座（スペイン語）〔中級・文法〕 
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Ⅰ．2019 年度 開講クラスと担当講師について 

開講時期 
講座名 

（クラス） 
定員 担当講師 

受講料 

（一括） 

前期 上級・文法 ２５名 
柳沼 孝一郎（ヤギヌマ コウイチロウ） 

（神田外語大学イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻 教授） 
\30,000

（注意）各クラス申込者が４名以下の場合は閉講とさせていただきます。 

 2018 年度後期スペイン語初中級（講師：柳沼孝一郎）の後継講座です。 

Ⅱ．授業時間および授業日程等について 

2019 年 4 月 9 日 (火) ～ 2019 年 7 月 16 日 (火) 14：50～16：20 【全 14 回】 

4 月 5 月 6 月 7 月 

9 日（火） 

16 日（火） 

23 日（火） 

7 日（火） 

14 日（火） 

21 日（火） 

28 日（火） 

4 日（火） 

11 日（火） 

18 日（火） 

25 日（火） 

2 日（火） 

9 日（火） 

16 日（火） 

※開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡致します。 

2019 年 4 月 30 日（火）：GW 休業期間中のため授業はありません。 

Ⅲ．クラスの定員と講座内容について 

講座名 授業時間 定員 講座内容 

上級 

・ 

文法 

火曜日 

14：50 

～16：20 

25 名 

中級で学んだ学習事項をさらに深化させ、とりわけさまざまな「時制」について演習し、スペイン

語の運用能力のさらなる向上を図ります。上級（文法）前期の学習内容は、1) En este restaurante 

se come muy bien.（このレストランは味がいい）、2) Simón me dijo que venía sin falta.（シモンは必

ず来ると私に言った）、3) Ha llovido mucho esta mañana.（今朝、大雨が降った）、4) ¿Qué hora 

será?（何時ごろだろう？）、5) Ya habrán llegado a casa.（彼らはもう家に着いただろう）、6) Me dijo 

que habría terminado el trabajo para las cinco de la tarde.（午後 5 時ごろまでには仕事は終わって

いるだろうと彼は私に言った）など様々な時制を用いた表演を学びます。 

●A la carta “Plaza Amigos” を通してスペイン語圏の歴史・文化・社会について紹介します。

●サブテキストとして学習事項に合わせた「読物」(lecturas)を配布し、「読解力」を養います。

【担当講師からのコメント】 (柳沼 孝一郎) 

スペイン語の習得を全体で 10 とすると、そのうち８割は動詞の学習といえます。 スペイン語の「法と時

制」、すなわち①直説法（現在・点過去・線過去・未来・過去未来・現在完了・過去完了・未来完了・過去未来

完了）、②接続法（現在・過去・現在完了・過去完了：上級後期で学びます）、③命令法を理解することです。

そうすることで、スペイン語圏の歴史・文化を理解し、４億人の人々とコミュニケーションを取ることが可能と

なり、皆さんのなかに今まで存在していなかった新たなラテン文化世界が形成されるのです。 さあ、「スペイ

ン語山」の山頂が見えてきました！ Querer es poder. 

【使用するテキスト】： 『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうⅢ－Plaza Amigos：Español para hablar Ⅲ』、

著者：柳沼孝一郎他、出版社：朝日出版社、価格：1900 円+税 ISBN: 978-4-255-55060-2 C1087 

公開講座（スペイン語）〔上級・文法〕  
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Ⅰ．2019 年度 開講クラスと担当講師について 

開講時期 
講座名 

（クラス） 
定員 担当講師 

受講料 

（一括） 

前期 中級・講読 ２５名 
江藤 一郎 （エトウ イチロウ） 

（神田外語大学 名誉教授） 
\30,000 

（注意）各クラス申込者が４名以下の場合は閉講とさせていただきます。 

Ⅱ．授業時間および授業日程等について 

開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡致します。 

●以下の日程は授業がございません。ご注意ください。

2019 年 5 月 4 日 (土) ： GW 休業期間中のため 

Ⅲ．クラスの定員と講座内容について 

講座名 授業時間 定員 講座内容 

中級 

土曜日 

10：40～12：10 
25 名 

授業は、直説法を終えて、接続法現在に入るぐらいの方を対象と考えています。 

最初は笑い話、次に会話がうまくなる一つの方法は、会話文を読んで、文法事項を

確認して、スペイン語の表現を身につける事だと思うので、簡単な会話文、最後には

心に残る短編を一つぐらい読みたいと思っています。 文法の知識をもとに、訳読をし

ていく文法訳読が一番文法が身につく方法で、自然に語彙が増えていくと思っていま

す。 難しい文法事項はプリントで説明して、上級への橋渡しになるような授業が私の

理想です。また、時間があれば、 スペイン歳時記、つまり、復活祭とか牛追い祭りな

どの記事をスペイン語で読んでみたいと思っています。 

【担当講師からのコメント】 （江藤 一郎） 

英語の諺“Where there is a will, there is a way.” はスペイン語では、Querer es poder. （意志は力なり）と言

います。 そして「継続は力なり」(La persistencia es la madre del éxito) と言われるので、継続していくためには

「習うより慣れろ」（La práctica hace al maestro.） だと思います。 そのためには多くのスペイン語文を読むこと

が重要だと思います。予習して、授業で確認して、復習して初めて表現が覚えられると思います。 「学問に王

道なし」（No hay atajo sin trabajo.）です。 語学は継続しなければ、すぐ忘れます。 できるようになるためには、

一週間に一度でもこつこつとスペイン語に触れることだと思います。 これ以上の語学上達の「こつ」を、35 年の

教師生活で、私はいまだに見つけていません。 【使用するテキスト】教員よりプリント配布 

公開講座（スペイン語）〔中級・講読〕  

開講期間 ： 2019 年 4 月 13 日 （土） ～ 2019 年 7 月 20 日 (土) 【全 14 回】 

4 月 5 月 6 月 7 月 

13 日（土） 

20 日（土） 

27 日（土) 

11 日（土） 

18 日（土） 

25 日（土） 

1 日（土） 

8 日（土） 

15 日（土） 

22 日（土） 

29 日（土） 

6 日（土） 

13 日（土） 

20 日（土） 
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Ⅰ．2019 年度 開講クラスと担当講師について 

開講時期 
講座名 

（クラス） 
定員 担当講師 

受講料 

（一括） 

前期 上級 ２５名 
Veri FARINA BECSKI（ベリ ファリナ ベチキ） 

（神田外語大学スペイン語講師） 
\30,000 

（注意）各クラス申込者が４名以下の場合は閉講とさせていただきます。 

 

Ⅱ．授業時間および授業日程等について 

2019 年 4 月 11 日 (木) ～ 2019 年 7 月 18 日 (木)  13：10～14：40 【全 14 回】 

4 月 5 月 6 月 7 月 

11 日(木) 

18 日(木) 

25 日(木) 

 

 9 日(木) 

16 日(木) 

23 日(木)  

30 日(木) 

6 日（木） 

13 日（木） 

20 日（木） 

27 日（木） 

4 日（木） 

11 日（木） 

18 日（木） 

 

開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡致します。 

●以下の日程は授業がございません。ご注意ください。 

 

 

Ⅲ．クラスの定員と講座内容について 

講座名 授業時間 定員 講義内容    

上級 

木曜日 

13：10～14：40 
25 名 

Las clases del primer semestre pretenden facilitarle al estudiante 
de español como lengua extranjera un acercamiento a Hispanoamérica 
a través de una visión integral que le permita percibir, a grandes 
rasgos, el proceso histórico-cultural que ha moldeado a estos pueblos 
hasta hoy en día, definiendo sus idiosincracias y explicando su variedad 
lingüística y actualidad histórica. 

【担当講師からのコメント】 （Veri FARINA BECSKI） 

La clase es fundamentalmente comunicativa. Se espera que los alumnos aporten sus propias 
opiniones y experiencias. Se verán videos, documentales y alguna película. También se 
realizarán lecturas y ejercicios de ampliación de léxico. Se tomará y practicará gramática 
avanzada y también aquella que surja de las lecturas y de las carencias que presenten los 
alumnos al querer expresar sus ideas.. 
 
【Textbook】Fotocopias 

 

 

公開講座（スペイン語）〔上級〕  

2019 年 5 月 2 日（木） ： GW 休業期間中のため 


