
神田外語大学
社会人向け語学講座
後期受講者募集中！

英語

韓国語 中国語

スペイン語

〈申込期間〉2022年8月1日(月)10時～8月22日(月)

〈開催期間〉
2022年9月24日(土)～12月17日(土)

〈土曜クラス〉
9/24

10/1・10/29
11/5・11/12・11/19・11/26

12/3・12/10・12/17

後期もオンライン講座が中心です。前期受講されていない方も受講可能です！
皆様からのご応募をお待ちしております！

〈火曜クラス〉
9/27

10/4・10/11・10/18・10/25
11/1・11/8・11/15・11/29

12/6
1

公開講座申込URL：https://forms.gle/DMzV4VG1UhGFdg3y9



開講講座一覧

〈土曜クラス 一覧〉 ★は対面

〈土曜クラス 日程〉

※ 1 中国語講座【中級(対面)】は2022年度後期からの新しい講座です。
前期に中国語講座を受講されていない方でもお申込み可能です。

※ 2 講読Ⅱは土曜日・火曜日の2クラス設けております。どちらも同じ内容です。
※ 3 スペイン語【中級】は対面・オンラインの2講座ございます。担当講師が異なります。
※ 4 対面授業における通学の際は公共交通機関をご利用ください。

また新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、対面授業ではマスクの着用をお願いいたします。
※ 5 オンライン授業を受講する際の通信環境についてはご自身でのご準備をお願いいたします。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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講座名
講師

コマ数

英語講座
【中級】               Mervin Chin
【上級】               Danielle Haugland

10回 【中級・上級】 10：40～12：10

中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【★中級（対面）】 三浦 久仁子   New!

【中級・上級】 　　陶　琳

10回
【初級】
【中級】
【中級・上級】

10：40～12：10
  9：00～10：30
10：40～12：10

韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫

10回
【初級】
【中級・上級】

 9：00～10：30
10：40～12：10

スペイン語講座
【★初級II（対面）】 江藤　一郎
【★中級II（対面）】 江藤　一郎
【中級Ⅱ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅱ】 　　　　柳沼　孝一郎
【講読Ⅱ・ラテンアメリカ人物探訪】
                　　　　　柳沼　孝一郎

10回

【初級II】
【中級II】
【中級Ⅱ】
【上級Ⅱ】
【講読Ⅱ】

10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

時間

9月 10月 11月 12月

24日 1日
29日

5日
12日
19日
26日

3日
10日
17日

開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回

※10/8・10/15は大学入試、10/22は大学祭のため休講日です。


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【中級】               Mervin Chin
【上級】               Danielle Haugland
 エイゴコウザ		10回 カイ		【中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【★中級（対面）】 三浦 久仁子   New!
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ チュウキュウ タイメン		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級・上級】                チュウキュウ		10：40～12：10
  9：00～10：30
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級II（対面）】 江藤　一郎
【★中級II（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅱ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅱ】 　　　　柳沼　孝一郎
【講読Ⅱ・ラテンアメリカ人物探訪】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ ショキュウ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級II】
【中級II】
【中級Ⅱ】
【上級Ⅱ】
【講読Ⅱ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40



				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅱ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅱ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
13：10～14：40









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン






講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		1日
29日 ニチ ニチ		5日
12日
19日
26日 ニチ ニチ ニチ ニチ		3日
10日
17日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月13日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日
13日 ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン







〈火曜クラス一覧〉

〈火曜クラス日程〉

2

※講読Ⅱは土曜日・火曜日の2クラス設けております。どちらも同じ内容です。

3

9月 10月 11月 12月

27日
4日
11日
18日
25日

1日
8日
15日
29日

6日

開催期間 9月27日(火)～12月6日(火) 全10回

講座名
講師

コマ数

スペイン語講座
【初級Ⅱ】　　　　柳沼　孝一郎
【講読Ⅱ・ラテンアメリカ人物探訪】
                　　　　　柳沼　孝一郎

10回
【初級Ⅱ】
【講読Ⅱ】

 9：00～10：30
10：40～12：10

時間

〈補講について〉

講師の都合等により休講になった場合、下記日程で補講日を設けております。

・土曜クラス補講予定日：1/7(土)
・火曜クラス補講予定日：12/13(火)

※クラスによって日程は変更となる場合がございますので、補講開催時は改めてご連絡いたします。

※11/22は大学入試のため、休講日です。


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月10日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		15日
22日
29日 ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ		3日
10日 ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月6日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日 ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン






講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
【初級Ⅱ】　　　　柳沼　孝一郎
【講読Ⅱ・ラテンアメリカ人物探訪】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅱ】
【講読Ⅱ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月10日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		15日
22日
29日 ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ		3日
10日 ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月13日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日
13日 ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン
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講座申込及び受講について

〈Ⅰ. 講座申込についての注意点〉※お申し込みの前にお読みください。

★お申込みから受講までの流れ

①講座選択・お申し込み【2022年 8月1日(月)～8月22日(月)】

【申込方法】
公開講座申込URL： https://forms.gle/DMzV4VG1UhGFdg3y9
・申込受付期間内に、上記URLまたは右側にあるQRコードよりアクセスし、

必要事項をご記入の上、お申し込みください。
・なお、ご入力の際、メールアドレスは携帯電話会社以外の

アドレス（GmailやYahoo!メールなど）をご登録ください。
・各講座とも定員になり次第締め切りいたします。

※8/4(木)～8/21(日)は大学休業期間です。休業期間中はお問い合わせ等の対応が出来かねますのでご了承
ください。

②申込受付通知書の送付【2022年 8月25日(木) 本学より発送予定】

・本学より申込受付通知書を発送いたします。
・受講料の振込口座等をお知らせいたしますので、必ずご確認ください。
（注）申込順に随時発送は致しませんので発送予定日までお待ちください。

③入学手続き(受講料振り込み)【2022年 8月29日(月)～9月12日(月)】

・銀行振込のみとなりますのでご注意ください。

④各講座開講【2022年 9月24日(土) ／2022年9月27日(火)】
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・ご自身の講座開始日は、P.9～23クラススケジュールにてご確認ください。
・講座形態がオンラインの場合は、Zoomを使用いたしますので、講座開始日の前日までに、メールでZoomの

URLをお送りいたします。合わせてご自身にて事前にPCにZoomアプリのインストールをお願いいたします。
・各講座テキストは＜Ⅱ.各クラス詳細＞の「使用教材」をご確認の上、各自でご用意ください。



★個人情報について

・申込時にお知らせいただいた個人情報は、受講に関する管理、連絡及び手続き、各種講座案内とこれに付随
する事項を行うために利用するものとします。

★受講料について
・受講料は１講座30,000円（税込）です。 P.9～23の各講座内容もご確認ください。
・テキスト代は受講料に含まれません。
・下記に該当される方は、20,000円（税込）でご受講いただけます。

1．神田外語大学在学生のご家族
⇒申込フォームに必ず在学生の学籍番号と氏名をご入力ください。
2．神田外語大学卒業生（ご本人）
⇒申込フォームに在学時の氏名（旧姓）と、学籍番号（ご不明の場合は卒業年度と学科）をご入力ください。

★講座の中止(閉講)について

・各クラスにおいて、申込者数が4名以下の場合は閉講とさせていただく可能性がありますので、予めご了承
ください。講座閉講の場合は申込受付通知書の発送日前後にお知らせいたします。

★申し込み講座のキャンセルについて

1．受講料入金前のキャンセル：速やかに産官学・地域連携部（renkei-shien@kanda.kuis.ac.jp）までEメール
でお知らせください。

※講座準備の都合上、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
2．受講料入金後のキャンセル：各クラス第2回の授業前日16：00までにご連絡をいただいた場合に限り、振込

手数料を差し引いた額を銀行口座に返金いたします。(現金での返金はできません。)
それ以降にキャンセルされた場合は、受講料の返金はできませんのでご注意ください。

★テキスト販売について

・大学でテキストの販売はしておりません。お手数ですが各自でご用意ください。
・テキストによってはお取り寄せとなる場合もございますので、お早めにご用意ください。
・ P.9～23の各講座内容に記載されたテキスト代は、2022年7月現在のものです。金額は変更される可能性が

ございますので、あらかじめご了承ください。

〈Ⅱ . 開講時の注意点について(全講座共通)〉

★担当講師および他の受講生との連絡方法について

・担当講師や他の受講生の住所、電話番号等は個人情報保護のため、本学事務局からはお教えできません。

★授業内容について

・授業の進行状況または受講生の到達度によっては、担当教員が授業内容を変更する場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
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★講座の録音、録画等について

・講座の録音、録画、写真撮影等は、お断りいたします。
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A. 【対面授業の場合】 交通機関の運休
判断基準とする路線及び区間（遅延・間引き運転を除く）
・JR総武線（秋葉原～千葉）
・JR京葉線（東京～蘇我）

上記の両路線が運休した場合、対面授業は休講とします。ただし、いずれかの路線が運行している場合は、
その限りではありません。 また、両路線のうち、1路線でも午前 6時00分までに運行を開始した場合は、
平常通り授業を行います。

B．【対面授業の場合】 暴風警報または暴風雪警報の発令
千葉県全域もしくは千葉県北西部に出された場合は、休講とします。
なお、対象となる警報は上記の2つに限り、大雨警報等は含まないのでご注意ください。
ただし、午前6時00分までに警報が解除された場合は、平常通り授業を行います。

C．【対面／オンライン授業】 自然災害や大規模な事故発生などで学長が休講と判断する場合
上記AまたはBに該当しない場合でも、大規模な自然災害や事故等が発生した場合、これらの取り決めに
関わらず、学長が休講を必要と判断した場合には、休講措置をとることがあります。

・講師や、他の受講生に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。

★休講について
・次のいずれかに該当する場合、授業を休講とし、大学HP：http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

に掲示します。

★迷惑行為について
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２．公開講座で対面授業を受講される方は、次の事項を遵守して下さい。

〇入構時には、必ず、建物入口にある検温機能付き消毒液ディスペンサーで検温し、手指を消毒して
ください。
〇学内では、常時マスクを着用して、感染予防の徹底にご協力ください。
〇入室前には手指を消毒してください。
〇授業の開始前(後)に座席の清掃作業を行ってください（消毒液による払拭等）。
〇扉・窓の開放とサーキュレーターの併用により、室内の換気を徹底してください。
〇密着・密接とならないよう注意し、私語を慎んでください。
※新型コロナウイルスに感染している方や濃厚接触者に特定されている方は、医療機関や保健所から指示
された期間を過ぎるまで入構できません。
※体温が３７．５度以上ある場合やマスクを着用していない場合には入構をお断りします。
※マスクは各自手配して下さい。

３．新型コロナウイルスに感染あるいは濃厚接触者となった場合は、お手数ですが以下の事項を、
産官学・地域連携部（renkei-shien@kanda.kuis.ac.jp）までＥメールでご報告ください。

〇お名前
〇性別
〇年齢
〇受講されている講座名
〇感染経緯（どのような異常をいつ感じたか、ＰＣＲ検査等をいつ受診し、いつ陽性が判明したか等）
〇現在の状況（自宅療養中、入院中等）
〇医師から指示された自宅待機期間
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〈Ⅲ．コロナ対策について〉

★基本的な新型コロナウイルス感染予防対策について

１．神田外語大学では、基本的な感染予防対策として、次のような対策を取っています。
皆様のご協力をお願いいたします。

〇学生・教職員とも、発熱等の風邪の症状がある場合には自宅で休養すること及び登校時に検温を実施し
３７．５度以上の場合には帰宅することをルール化し、徹底しています。
〇手洗いを徹底するとともに、学内各所にアルコール消毒液を設置し、手指消毒も励行しています。
〇学内では、原則としてマスクの着用をお願いしています。
〇毎日の清掃活動の一環として、各施設の消毒作業を行っています。
〇学内施設・設備に、光触媒による抗菌・抗ウイルス・コーティング施工を行っています。
〇少人数教室を中心に、個々の机にアクリル板を設置しています。

学内における主な新型コロナウイルス感染予防対策（動画付き）に ついては、次のＵＲＬからご覧頂け
ます（随時更新）。

https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/125037/
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〈Ⅳ.よくあるご質問(全講座共通)〉

Ｑ１：申し込めば確実に受講できますか？
Ａ１：お申し込みは先着順となります。応募人数が定員数を超えた場合には締切させていただきます。

Ｑ２：語学力のレベルチェックは行いますか？
Ａ２：お申し込みの際にレベルチェックは行っておりません。

Ｑ３：申込後（受講料振込後）にクラスを変更することはできますか？
A 3 ：【授業開始前】

速やかに産官学・地域連携部公開講座担当者までご連絡ください。 変更先のクラス定員が超過して
いない場合は変更可能です。

【授業開始後】
原則として変更できません。ただし、他の受講生に影響を与える可能性がある場合、変更先のクラス
の定員に余裕があり、且つ教員が許可する場合は変更を検討します。
もしもクラス変更が必要となる場合は、第2回の授業前日16：00までに、産官学・地域連携部公開
講座担当者までご連絡ください。なお、クラス変更をした場合のテキスト代は、ご本人負担となりま
すのでご了承ください。

Ｑ４：講座の授業見学またはお試し受講期間などはありますか？
Ａ４：いずれの講座もお試し受講や見学はできません。 初回もその後の授業に続く大切な1回目となります。

Ｑ５：受講料は現金で支払えますか？
Ａ５：現金での支払いは受付しておりません。お手数ですが、申込受付通知書送付の際にご案内する銀行口座

へ一括でお振り込みください。郵便局からの払い込みおよび大学への現金のご持参は受付できません
のでご注意ください。

Ｑ６：車で通学することは可能ですか？
Ａ６：駐車場スペースの都合により、公開講座受講生の皆様にはお車での通学はご遠慮いただいております。

ご不便をおかけいたしますが、通学の際は公共交通機関のご利用をお願いいたします。

Ｑ７：大学の施設を利用することはできますか
Ａ７：新型コロナウィルス感染症のまん延防止のため、受講教室以外の施設のご利用はお断りしております。

Ｑ８：欠席や遅刻の連絡は必要ですか？
Ａ８：必要ありません。 各教員がお伝えする授業ルールを遵守してください。

Ｑ９：宿題はありますか？
Ａ９：講座によって異なります。

なお、欠席された場合の宿題や授業進度に関するお問合せにはお答えできません。

8
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Ｑ１１：公開講座受講に際して、子供をあずけられる施設など大学内にありますか？
Ａ１１：大学内にはありません。 また、お子様同伴での受講はお断りしております。

Ｑ１２：大学でテキストの購入はできますか？
Ａ１２：大学でテキストの購入はできません。お手数ですが各自でご用意ください。

テキストによってはお取り寄せとなる場合もございますので、お早めにご用意ください。

Ｑ１３：オンラインの授業の際に、接続などのサポートは行っていただけるのでしょうか？
Ａ１３：本学でのサポート等は行っておりません。お手数ですが、通信環境およびZoomの接続法や操作方法に

ついてはご自身にて行ってください。

Ｑ１０：開講期間中の急な休講はありますか？
Ａ１０：講師の病気・事故、交通機関の遅延や災害などによって急遽休講になる場合や、講師が変更（代講）

になる場合は有り得ます。
やむを得ない場合でも、できる限り休講ではなく代講で授業を継続するように努めておりますが、それ
でも休講にせざるを得ない場合は、申込フォームにご入力いただいたメールアドレスにご連絡いたしま
すので、あらかじめご了承ください。
また、これらのような事情により休講になった場合は、原則として補講を行います。
2022年度後期の補講日は下記を予定しておりますが、クラスによって日程は変更となる場合もござい
ます。 補講開催時には改めてご連絡いたします。

【補講予定日】 火曜クラス：12/13 / 土曜クラス：1/7

9
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英語講座一覧

〈Ⅰ . 授業日程について〉

開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡いたします。

開講時期 講座名(クラス) 定員 担当講師 受講料(税込)

中級 10名
 Mervin Chin

(神田外語大学公開講座英語講師)
¥30,000

上級 10名
Danielle Haugland

(神田外語大学英語専任講師)
¥30,000

後期

（注）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。
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9月 10月 11月 12月

24日 1日
29日

5日
12日
19日
26日

3日
10日
17日

開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回

9

(写真：神田外語大学8号館)


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】              9：00～10：30
【中級・上級】 10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】 洪 性薫
【中級・上級】 洪 性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】              9：00～10：30
【中級・上級】 10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】     10：40～12：10
【中級】       9：00～10：30
【中級Ⅰ】   9：00～10：30
【上級】     10：40～12：10
【講読Ⅰ】 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		後期 コウキ		中級 チュウキュウ		10名 メイ		 Mervin Chin
(神田外語大学公開講座英語講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ エイゴコウシ		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		Danielle Haugland
(神田外語大学英語専任講師) カンダガイゴダイガク エイゴ センニン コウシ		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン






講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		1日
29日 ニチ ニチ		5日
12日
19日
26日 ニチ ニチ ニチ ニチ		3日
10日
17日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月13日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日
13日 ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン







★講座内容
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★担当講師コメント(Mervin Chin)

英検2級程度の英語力を保持している方で、日常会話に支障の無い方（簡単な電話の応対ができる、簡単な事柄
なら通訳ができる、等）を対象とします。初級よりも、一歩踏み込んだ実用英語を学びます。

This course will be based on current affairs / news. 

Lessons will include:
１．Speed reading (Improving reading skills, and vocabulary)
２．Listening exercise
３．Discussions based on the news topic (To improve specialized English)
４．Discussions based on daily topics (To practice casual English)

This class will require students to be active and participate in pairs or, small groups activities. They will be 
using and practicing their English skills during the whole class. 

(Students will speak about 90%  the class. The teacher will provide instructions, guidance and corrections. 
10%)

This class will help students to build their confidence and express themselves in English at a higher level. 

Structure
The course will be based on news topics. The reading levels will be around pre-intermediate. 
We will start with a warm-up (Discussion). Then will be followed by the News Topic (Speed Reading, 
Listening, Discussion) The pacing will be based on the students. Therefore, the students can learn at a 
pace they are comfortable with.

Homework
The students may need to read the News Topics to prepare for the following lesson.

There will be a lot of discussion in this class, therefore, a student with an EIKEN Level 2 should be 
comfortable in this class.

英語
【中級】

講座名 英語【中級】

担当講師
Mervin Chin

(神田外語大学公開講座講師)
授業形態 オンライン
授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材

All materials will be provided by the
instructor. All instructions will be provided
via Google Classroom. Therefore, before
the first lesson, the students should
create a Gmail account, then log into

their Google Classroom account.

〈Ⅱ . 各クラス詳細〉


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】              9：00～10：30
【中級・上級】 10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】 洪 性薫
【中級・上級】 洪 性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】              9：00～10：30
【中級・上級】 10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】     10：40～12：10
【中級】       9：00～10：30
【中級Ⅰ】   9：00～10：30
【上級】     10：40～12：10
【講読Ⅰ】 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		Mervin Chin
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		All materials will be provided by the instructor. All instructions will be provided via Google Classroom. Therefore, before the first lesson, the students should create a Gmail account, then log into their Google Classroom account.

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン
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英語
【上級】

講座名 英語【上級】

担当講師
Danielle Haugland

(神田外語大学英語専任講師)
授業形態 オンライン
授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材
All materials will be provided by the

instructor.

★講座内容

英検®2級～準1級・TOEIC®650点前後・TOEFL®500点程度の語学力を要する方を対象とします。様々なトピッ
クを題材にディスカッションを中心とした講義です。

★担当講師コメント(Danielle Haugland)

The Adult Extension Course will focus on small group discussion of world events and social trends. 
Each week the class will discuss a topic based on a reading or video covering the topic.  Students are 
encouraged to share their opinions and ideas and lead discussions. 
Students are free to suggest topics that are of interest to them and may also give short presentations on 
the topic of their choice.  
To prompt communication and share materials, the instructor will share materials through email.
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講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】              9：00～10：30
【中級・上級】 10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】 洪 性薫
【中級・上級】 洪 性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】              9：00～10：30
【中級・上級】 10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】     10：40～12：10
【中級】       9：00～10：30
【中級Ⅰ】   9：00～10：30
【上級】     10：40～12：10
【講読Ⅰ】 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		Danielle Haugland
(神田外語大学英語専任講師) カンダガイゴダイガク エイゴ センニンコウシ

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		All materials will be provided by the instructor.







中国語講座一覧

〈Ⅰ . 授業日程について〉

開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡いたします。

〈Ⅱ . 各クラス詳細〉

中国語
【初級】

★講座内容

講座名 中国語【初級】

担当講師
三浦 久仁子

（神田外語大学公開講座中国語講師）
授業形態 対面
授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材

『スタートダッシュ中国語』（第６課より）
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫

出版社：朝日出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3

（注）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。
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開講時期 講座名(クラス) 定員 担当講師 受講料(税込)

初級(対面) 10名
三浦 久仁子

（神田外語大学公開講座中国語講師）
¥30,000

New!

中級(対面) 10名
三浦 久仁子

（神田外語大学公開講座中国語講師）
¥30,000

中級・上級 10名
陶　琳

（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）
¥30,000

後期

中級(対面)は後期からの新しい講座です！
前期に中国語講座を受講されてない方も受講可能です！

9月 10月 11月 12月

24日 1日
29日

5日
12日
19日
26日

3日
10日
17日

開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回
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この講座では、ピンイン(発音)が読め、簡単な自己紹介ができるレベルの学習経験者を対象に、基本的な中国語
の文法を学んでいきます。


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』（第６課より）
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ










講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月10日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		15日
22日
29日 ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ		3日
10日 ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月13日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日
13日 ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		後期 コウキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				New!
中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン






講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		1日
29日 ニチ ニチ		5日
12日
19日
26日 ニチ ニチ ニチ ニチ		3日
10日
17日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月13日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日
13日 ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン
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中国語
【中級】

講座名 中国語【中級】

担当講師
三浦 久仁子

（神田外語大学公開講座中国語講師）
授業形態 対面
授業時間 土曜日 9：00～10：30

使用教材

『さらなる中国語の世界～大学二年生のレベルアップ
中国語～』

著者：劉国彬・清水洋子　出版社：金星堂
ISBNコード：978-4-7647-0720-7　価格：2,300円＋

税

New！

2022年度後期からの新しい講座です！
前期に中国語講座を受講されていない方でもお申込みいただけます。

★講座内容

★担当講師コメント(三浦久仁子)

★担当講師コメント(三浦久仁子)

この講座では、日常会話をテーマにした会話ベースのテキストを用い、中国語の発音と基本的な文型の読み書き、
初歩的な会話能力を身に付けることを目標とします。
後期は前期からの継続となり、テキスト第6課から学習します。後期での到達レベルは中国語検定準4級～4級程
度です。基礎がしっかり身につくよう、小テストやテキストの音読・暗唱も適宜行います。ピンインが読める程
度の入門レベルの方の新規参加も歓迎いたします。その場合、前半の既習部分は授業参加前にご自身で学習をお
願いいたします。

この講座では、中国語検定4級レベルの文法学習を終えてさらなる上を目指したい方、中国語検定3級レベルの
文法の学習経験はあるが、しっかりと理解できているか自信がないという方を対象に、初中級レベルの文法を学
習していきます。到達レベルはHSK3級、中検3級程度です。

この講座は、半期の授業で完結します。初級から初中級にレベルアップを目指す内容のテキストを使用し、各種
補語、比較文、処置文、受身、使役、存現文といった初中級レベルの文法事項を学習していきます。
１回の授業で1課ずつ学習していきます。学習効果を高めるために、毎回必ず予習をしてください。また、テキ
ストは開講前に購入し、事前に第1課を予習した上で参加してください。
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講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【中級】 チュウゴクゴ チュウ キュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『さらなる中国語の世界～大学二年生のレベルアップ中国語～』
著者：劉国彬・清水洋子　出版社：金星堂
ISBNコード：978-4-7647-0720-7　価格：2,300円＋税





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ
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中国語
【中級・上級】

講座名 中国語【中級・上級】

担当講師
陶　琳

（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）
授業形態 オンライン
授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材

『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘

出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

★講座内容

本講座は中国語の基礎文法と基本語彙を習得済みの学習者を対象とする講座です。
これまで把握した文法を復習しながら、日常会話でよく使う実用的、基本的な語句や会話表現を習得します。
更に自分のまとまった考えを表現するレベルへと飛躍的に向上する力を身につけられる様、学習します。
本講座を通して、中国語のコミュニケーション能力の向上を目指すと同時に中国社会、とりわけ文化生活方面の
事情に対する理解も深めていきます。

★担当講師コメント(陶 林)

本講座は、これまでに勉強してきた中国語の文法と会話の基礎の上に立って、更に自分のまとまった考えを表現
する中国語のコミュニケーション能力の向上を目指します。
特に会話の力をつけるため「話す」ことに重点をおいて、中国社会の各方面で家庭、学校、職場などの場所での
会話を中心に、日常よく使う表現や語彙を習得します。
また伝統的な習慣や風俗、最新の事情を視野に入れ、日中文化の比較をして、中国語の基本文法を固めると同時
に“生きている”会話を学ぶことを目指します。
更に現代中国人の考え方や価値観を知り、現代中国語と中国の文化・社会についての関心と理解を一層深めます。
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講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ











韓国語講座一覧

〈Ⅰ . 授業日程について〉

〈Ⅱ . 各クラス詳細〉

韓国語
【初級】

★講座内容
ハングル文字の学習を一通り終えた方が対象で、初級レベルで必要な文型や語彙についての知識を深めていきま
す。前期に引き続き、テキスト（全30課）の11～18課を学習します。

開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡いたします。

開講時期 講座名(クラス) 定員 担当講師 受講料(税込)

初級 10名
洪 性薫(ホン ソンフン)

(神田外語大学公開講座講師)
¥30,000

中級・上級 10名
洪 性薫(ホン ソンフン)

(神田外語大学公開講座講師)
¥30,000

後期

（注）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。
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講座名 韓国語【初級】

担当講師
洪 性薫(ホン ソンフン)

(神田外語大学公開講座講師)
授業形態 オンライン
授業時間 土曜日 9：00～10：30

使用教材

『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社

価格：1,600円＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で

配布します。

9月 10月 11月 12月

24日 1日
29日

5日
12日
19日
26日

3日
10日
17日

開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回

15


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】              9：00～10：30
【中級・上級】 10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】 洪 性薫
【中級・上級】 洪 性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】              9：00～10：30
【中級・上級】 10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】     10：40～12：10
【中級】       9：00～10：30
【中級Ⅰ】   9：00～10：30
【上級】     10：40～12：10
【講読Ⅰ】 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		後期 コウキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン






講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
13：10～14：40









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1,600円＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク エン ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン






講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		1日
29日 ニチ ニチ		5日
12日
19日
26日 ニチ ニチ ニチ ニチ		3日
10日
17日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月13日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日
13日 ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン







★担当講師からのコメント (洪 性薫)
前期に引き続き、初級レベルの文型や語彙をしっかりと学び、韓国語を聞く・話す・読む・書く力をバランスよ
く身につけていきます。全10回の授業を通して、「～します」「～しません（否定）」「～したいです（希
望）」「～しています（現在進行）」などの表現を学習します。そして、旅行先での簡単なやりとり（例えば、
場所を尋ねたり、飲食店で注文をしたり、買い物をしたりする場面での会話）がスムーズにできることを目標と
し、会話の練習を重ねます。また、韓国の文化や風習についても紹介します。
なお、ICT(情報通信技術)活用を授業に取り入れることにより、受講生の学習に対する意欲や興味・関心を高め、
「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指します。

韓国語
【中級・上級】

★講座内容

★担当講師からのコメント (洪 性薫)
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講座名 韓国語【中級・上級】

担当講師
洪 性薫(ホン ソンフン)

(神田外語大学公開講座講師)
授業形態 オンライン
授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材

『New カナタ KOREAN for Foreigners 上級１』
編著：GANADA KOREAN学院　　出版社：ハン

グルパーク
ISBN：9788955189650　　価格：3,000円＋税

※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で配布
します。

初級レベルで必要な文型や語彙を一通り終えた方が対象で、これまで培ってきた韓国語の知識を振り返り、韓国
語がさらに「らくらく使える」ようになることを目指して学習を進めます。

韓国語の学習を続けてきた方はもちろん、しばらく学習を休んでいた方も、韓国語が「自分のことば」として使
えるようになることを目標として授業を進めます。具体的には、「今更聞けない」と思っていた韓国語学習上の
疑問や、疑問とも思っていなかったが、実は間違えやすい表現/文法などについて、テキストを使い丁寧に解説
します。そして、韓国人の意識や生活習慣についても積極的に紹介した上、「今」韓国で話題になっているト
ピックを取り上げ、会話の練習を重ねていきます。
なお、ICT(情報通信技術)活用を授業に取り入れることにより、受講生の学習に対する意欲や興味・関心を高め、
「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指します。
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講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
13：10～14：40









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『New カナタ KOREAN for Foreigners 上級１』
編著：GANADA KOREAN学院　　出版社：ハングルパーク
ISBN：9788955189650　　価格：3,000円＋税
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で配布します。









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン







スペイン語講座一覧

〈Ⅰ . 授業日程について〉

★土曜クラス

★火曜クラス（「初級Ⅱ」「講読Ⅱ」クラス）

（注）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。

開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡いたします。

開講時期 講座名(クラス) 定員 担当講師 受講料(税込)

初級II(対面) 10名
江藤　一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

初級Ⅱ 10名
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

中級II(対面) 10名
江藤　一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

中級Ⅱ 10名
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

上級Ⅱ 10名
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

講読Ⅱ

「ラテンアメリカ人物探訪」
10名

 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

¥30,000

後期
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9月 10月 11月 12月

24日 1日
29日

5日
12日
19日
26日

3日
10日
17日

開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回

9月 10月 11月 12月

27日
4日
11日
18日
25日

1日
8日
15日
29日

6日

開催期間 9月27日(火)～12月6日(火) 全10回

17


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		後期 コウキ		初級II(対面) タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅱ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級II(対面) タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅱ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅱ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅱ
「ラテンアメリカ人物探訪」 コウドク		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ










講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月17日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		1日
29日 ニチ ニチ		5日
12日
19日
26日 ニチ ニチ ニチ ニチ		3日
10日
17日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月13日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日
13日 ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン






講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月10日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		15日
22日
29日 ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ		3日
10日 ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月6日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日 ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン







〈Ⅱ . 各クラス詳細〉

スペイン語
【初級II】

★講座内容

前期は、教科書の8課まで終わったので、後期は、9課から。即ち規則動詞の活用が終わったので、語根母音変
化動詞(querer, poder)の現在形の活用に入り、1単現不規則動詞：hacer, dar, saberや語根母音変化動詞との混
合型：tener, venirの現在形の活用を学びます。
最後の12課で英語のHe gives it to me. に当たるMe lo da. のような目的格人称代名詞を学びます。
教科書が早く終われば、スペインのクリスマスに関しての簡単な読み物を読んで、videoでそれを確認したいと
思います。新規に来られる方も大歓迎です。
語学の勉強は、継続は力なり(La persistencia es la madre del éxito. ）です。塵も積もれば山となる(Muchos
pocos hacen un mucho.)で頑張りましょう。(!Ánimo!)

★担当講師からのコメント (江藤 一郎)

講座名 スペイン語【初級II】

担当講師
江藤　一郎

（神田外語大学名誉教授）
授業形態 対面
授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材

『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうⅠ
－ Plaza Amigos Español para hablar I 』

著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8
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スペイン語には、家族や友達同士で使う2人称の親称と、初めて会う人や目上の人に対する3人称を使う敬称が
あります。しかし、2007年頃から、高校の先生に対しても親がtúで話しかけたり、市場でもお店の人が客にtú
で話しかけたりするので、もうustedは使わないと言う若いスペイン人の教師もいるくらいです。スペインのド
ラマを見ていても、ustedで話しかけられると「私はそんなに年寄りでないので、túで話してくれ。」と言う場
面が結構あります。しかしメキシコではまだustedを良く使うので、この活用形もしっかり覚えましょう。


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級II】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうⅠ
－ Plaza Amigos Español para hablar I 』 
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ











★講座内容

最小限のことをスペイン語でコミュニケーションがとれるよう前期につづけてスペイン語の基礎をしっかり学び
ます。
【初級Ⅱ（後期）】は90分授業の10回のオンライン授業となりますが、学習内容は、
1) ¿Estudias o trabajas?（君は学校で勉強しているの、それとも働いているの？：estudiar, trabajar: -ar動

詞）
2) ¿Qué comemos? （何を食べようか？：comer: -er動詞）、¿Dónde vives?（君はどこに住んでいるの？）-

Vivo cerca de aquí.（この近くに住んでいるんだ。：-ir動詞）
3) ¿Qué quieres tomar?（君は何が飲みたい？：動詞querer）、¿Puedes venir mañana a las ocho?（明日８

時に来れるかい？）- Lo siento, pero no puedo venir mañana.（申し訳ないけど明日は来れないんだ。：動
詞poder）

4) Hoy hace buen tiempo.（今日はいい天気です。：動詞hacer）、¿Cuántos años tiene usted?（あなたは何
歳ですか？：動詞tener）

5) ¿Qué vas a hacer fin de semana?（君は週末に何をするつもりなの？：動詞ir）、¿En qué vienes pasado
mañana?（明後日君は何で来るの？：動詞venir）

6) Doy la comida a mi perro.（私は犬に餌をあげます。：動詞dar）、¿Sabes su teléfono?（彼の電話番号を
知ってる？- Sí, lo sé.（うん、（私はそれを）知っているよ。：動詞saber）、間接目的格（me 私に、te君
に…）と直接目的格（me私を、te君を…）
など、基本動詞（現在時制）の活用と用法を中心にスペイン語の根幹を演習します。

●テキストの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。

★担当講師からのコメント (柳沼 孝一郎)

20

19

前期の学習を通して、スペイン語の発音やしくみ（文構造）にも慣れてきました。後期では、基本動詞（動詞の
語尾から、-ar動詞 (hablar：話す)、-er動詞（comer：食べる）、-ir動詞（vivir：住む）の３つのグループに分
けられる）が主語に応じてどのように変化するか（動詞の語尾活用）を演習し、用法を学びます。
さらに、重要動詞（querer：～が欲しい；～したい；～を愛する, poder：～することができる；～してもよ
い；～かもしれない；～していただけませんか？, hacer：～する、行う；天候表現, tener：持っている；～歳
である, ir：～へ行く, venir：来る, dar：与える、あげる, saber：知っている）の活用と用法を学びます。
スペイン語の学習では動詞の語尾活用がきわめて重要です（＊中級では、「再帰動詞、点過去、線過去、未来、
過去未来」を中心に学びます）。
スペインをはじめラテンアメリカなど23の国々と地域、そしてアメリカ合衆国のヒスパニックの人々をふくめ
約5億8580万人によって話される「２１世紀の国際語」スペイン語をひもとき、地球上の6億人のスペイン語話
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！言葉は「世界をつなぐ平和の礎」だからです。
さあ、皆さんとご一緒に、魅力いっぱいのラテン文化世界への旅立ちです！ !Buena suerte! （幸運を祈りま
す）

スペイン語
【初級Ⅱ】

講座名 スペイン語【初級Ⅱ】

担当講師
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
授業形態 オンライン
授業時間 火曜日 9：00～10：30

使用教材

　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』

著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8


講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅱ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ
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スペイン語
【中級ＩＩ】

講座名 スペイン語【中級II】

担当講師
江藤　一郎

（神田外語大学名誉教授）
授業形態 対面
授業時間 土曜日 9：00～10：30

使用教材

『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

★講座内容
前期は、教科書の6課まで終わったので、後期は、7課から。即ち過去分詞、現在完了、点過去、線過去、未来、
過去未来、命令法と12課まで終える予定です。線過去を終わったあたりから、易しい笑い話などを読んでみた
いと思っています。
スペイン語の不規則動詞は、たった18個、無規則動詞は3個と数は少ないのですが、これらの動詞が、現在、点
過去、未来と不規則な語幹を持つので、やはり、英語の不規則動詞を3基本形、come, came, comeで覚えたよ
うに、スペイン語でも4主要基本形、venir, vengo, vine, vendréと覚えないと会話どころではありません。
語学の勉強は、継続は力なり( El que la sigue la consigue.)です。学問に王道なし(No hay atajo sin trabajo.)で
頑張りましょう。(!Ánimo!)

★担当講師からのコメント (江藤 一郎)
この中級の教科書の後半では、スペインのトマト祭り、メキシコの画家フリーダ・カーロ（1985年にメキシコ
を訪れた時、この画家のことを知りませんでしたので、彼女の美術館に行かなかったのを後悔しています。）、
スペインの映画監督ペードロ・アルモドバル（「オール・アバウト・マイ・マザー」（98）でアカデミー賞の
外国語映画賞）等が会話に出てきますが、プリントで詳しく説明したいと思います。アルモドバルの映画やフ
リーダ・カーロについてのDVDは何枚かもっていますので、興味がある方にはお貸しいたします。

スペイン語
【中級Ⅱ】

講座名 スペイン語【中級Ⅱ】

担当講師
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
授業形態 オンライン
授業時間 土曜日 9：00～10：30

使用教材

『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4
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講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級II】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ










講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅱ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ











★講座内容
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初級で学んだ基本動詞および「seの用法」を中心に、スペイン語でコミュニケーションがとれるようスペイン
語の根幹をさらに学びます。
【中級Ⅱ（後期）】は90分授業の10回のオンライン授業となりますが、学習内容は、
1) ¿Has estado alguna vez en esa fiesta? （君はその祭りに行ったことがあるの？：直説法現在完了）
2) ¿Qué estás haciendo? （君は今何をしているところなの？：現在進行形）
3) Estudié durante tres horas en la biblioteca. （私は図書館で３時間勉強した。：点過去：規則動詞）
4) ¿Qué hicisteis ayer?（君たちは昨日何をしたの？：点過去：不規則動詞）
5) Cuando era niña, jugaba al fútbol. （私は小さかった頃、よくサッカーをして遊んだものだわ。：線過去）、

Se descubrieron unos tesoros en las ruinas.（遺跡から宝物が発見された。：再帰受身）、Ayer pusieron
una película española en la televisión. （昨日テレビでスペイン映画が上映された。：無人称文）、Se me 
olvidó decirte una cosa importante.（私はうっかりして君に大事なことを言うのを忘れてしまった。：無意
思表現）

6) Estas vacaciones iré de viaje a Sudamérica.（この休暇に私は南米に旅行をする予定です。：直説法未来）、
Sería muy tarde cuando llegó Javi a casa.（ハビが家に着いたのは大分遅かっただろう。：直説法過去未
来）

7) 命令文（肯定命令・否定命令）
など、様々な時制の動詞を用いた表現を学びます。

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

★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Ⅱ（後期）】では、基本動詞の点過去、線過去、未来と過去未来の時制を中心に、スペイン語特有の「再
帰動詞」や「再帰受身」そして「無人称文」「無意思表現」などの動詞と表現について学び、語彙力を養い、ス
ペイン語の運用能力を向上させます。
スペイン語は約5億8580万人の人々によって話される言語で（Instituto Cervantes調べ、2020年）、国連の公用
語のひとつでもある「２１世紀の国際語」です。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！今こそ、本当の意味で、地球規模でのコミュニケーションが求められています。言葉は
「世界をつなぐ平和の礎」なのです。
さあ、皆さんとご一緒に、活力みなぎるラテン文化世界への旅立ちです！!Buen viaje!
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スペイン語
【上級Ⅱ】

★講座内容

★担当講師からのコメント (柳沼 孝一郎)

講座名 スペイン語【上級Ⅱ】

担当講師
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
授業形態 オンライン
授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材

『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2
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前期に引き続きスペイン語の学習をさらに深化させます。とりわけ「接続法」について学び、より高度なスペイ
ン語の運用能力を養います。
【上級II （後期）】は、90分授業の10回のオンライン授業となりますが、学習内容は、
1) ¿Quieres que tomemos unos churros con chocolate? （チュロスとココアでも飲もうか？＊接続法現在：

名詞節）
2) Siento mucho que no puedas venir a la fiesta.（君がパーティーに来れないなんて私は残念でならない。＊

接続法現在：名詞節）
3) ¿Qué necesitamos para que sea un éxito?（成功といえるためには私たちは何が必要なのだろう？＊接続法

現在：副詞節）、¡Que tenga buen viaje!（どうかよいご旅行を！＊独立文）
4) Se necesita una chica que hable español. （スペイン語が話せるような女の子を募集しています。＊接続

法現在：形容詞節）
5) No sabía que estuvieras tan ocupado.（君がそんなに忙しいなんて知らなかった。＊接続法過去）
6) Me alegro de lo que hayas aprobado.（君が合格できて私はうれしい。＊接続法現在完了）、Yo no creía

que mi amigo lo hubiera dicho en serio.（友だちがそのことを本気で言ったとは信じられなかった。＊接続
法過去完了）

7) Si yo tuviera tiempo y dinero, viajaría por Sudamérica. （私は暇とお金があったら南米を旅行するんだけど
なあ。＊非現実的条件文）
などスぺイン語でコミュニケーションをとるために重要な用法について演習を通して学びます。

●テキストのA la carta “Plaza Amigos” を通してスペイン語圏の歴史・文化・社会、さらには推薦図書・文献な
どについても紹介します。
●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、語彙力と読解力を養います。

上級IIではより高度なスペイン語運用能力を養います。
スペイン語は約４億８８００万人の人々が母語として話し、世界の話者人口は約５億８５８０万人にのぼる言語
で、スペイン語圏の歴史・文化を理解することで、地球上の約６億人のスペイン語話者とコミュニケーションを
取ることが可能となり、皆さんのなかに新たなイベロアメリカ文化世界が形成されるのです。
今こそ、本当の意味で、地球規模でのコミュニケーションが求められています。
言葉は「世界をつなぐ平和の礎」なのです。
これまで初級・中級そして上級で学んできました。さあ、「スペイン語山」の山頂が見えてきました！
合言葉は、¡Querer es poder!
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講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 Philip Standlee
【中級】 Michelle Lees
【上級】 Heather Yoder
 エイゴコウザ		10回 カイ		【初級・中級・上級】
                  土曜日10：40～12：10


				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】         陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】 　        土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				韓国語講座
【初級】             洪　性薫
【中級・上級】  洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		
【初級】　         土曜日 9：00～10：30
【中級・上級】 土曜日10：40～12：10


				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】                柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】
                                  柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ コウドク ヨ		10回 カイ		
【初級】    　土曜日 10：40～12：10
【中級】    　土曜日 9：00～10：30
【中級Ⅰ】　土曜日 9：00～10：30
【上級Ⅰ】　土曜日 10：40～12：10
【講読Ⅰ】　土曜日 13：10～14：40
 チュウキュウ チュウ コウドク ドヨウビ

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】　火曜日 9：00～10：30 ショキュウ カヨウビ









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅱ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅰ《ラテンアメリカを読む》】 ゴ コウドク

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカに乾杯！¡Viva las Américas!（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
(＊NHKラジオ・スペイン語講座、2000年、絶版のため印刷配布します)





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料 ジュコウリョウ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：4010900806
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ











スペイン語
【購読Ⅱ】

★講座内容
※土曜日・火曜日の2クラス設けております。どちらも同じ内容です。

ご都合の良い曜日を選択してください。
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講座名 スペイン語【講読Ⅱ・ラテンアメリカ人物探訪】

担当講師
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
授業形態 オンライン
授業時間 土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10

使用教材

『ラテンアメリカ人物探訪　Grandes figuras de América
（全24課）』

著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
（＊NHKラジオ・スペイン語講座、2001年、絶版のため印

刷配布します）

これまで学んだ文法事項を土台に、平易なスペイン語文のテキスト（全24課）の読解を通して、独立から現代
までの歩みのなかでそれぞれの時代を生き、歴史をつくった６人の人物を訪ね、それぞれが生まれ育った時代背
景や生い立ち、人となり、歩んだ人生、思想などに触れながら、ラテンアメリカの歴史・文化・社会を紐解きま
す。
【講読Ⅱ（後期）】は90分授業の10回のオンライン授業となりますが、学習内容は、
1) Gabriel García Márquez（『百年の孤独』などによって、「現実的なものと幻想的なものを結びあわせて、

一つの大陸の生と葛藤の実相を反映する、豊かな想像の世界を創造した」理由でノーベル文学賞を受賞）
2) Simón Bolívar（「解放者 El Libertador」と称される南アメリカ独立の英雄）
3) Benito Juárez（大統領として近代化を模索し、祖国のために生きた、インディヘナ出身の「メキシコ建国の

父」）
4) Eva Perón（ペロン大統領の妻として、大衆を支持基盤としたポピュリズムの時代を疾走したアルゼンチン

の「聖女エビータ」）
5) Pablo Neruda（アジェンデ大統領の朋友でもあり、祖国チリと人民への限りなき愛と詩を武器として闘いつ

づけたノーベル賞詩人）
6) Rigoberta Menchú（グアテマラのマヤ系のインディヘナ女性活動家で、軍事政権下の時代に人権擁護のた

めに闘い、１９９２年にノーベル平和賞を受賞）の「読み」を通して語彙力と読解力そしてより高度なスペ
イン語の運用能力を養います。

●テキストの解説画像と関連する資料・画像を鑑賞しながら授業を進めます。
●ラテンアメリカの歴史・文化・社会の理解をさらに深めるために、参考図書・文献を随時紹介します。

★担当講師からのコメント (柳沼 孝一郎)

スペインおよびポルトガルのイベリア半島の国々とメキシコからアルゼンチンまでのラテンアメリカ諸国を総称
して「イベロアメリカ Iberoamérica」と称します。今回の講座で旅するラテンアメリカは世界でも稀にみる多
人種社会を形成しています。
なかでも、グアテマラやエクアドル、ボリビアのように先住民インディヘナ人口が多い地域を「インドアメリ
カ」、メキシコやペルーなど混血人口が多い地域を「メスティソアメリカ」、植民地時代に導入された黒人奴隷
制の結果として黒人人口が多くを占める地域を「アフロアメリカ」と呼び、独立後に大量のヨーロッパ移住民を
受け入れてきたアルゼンチンやウルグアイを「ユーロアメリカ」と称します。
さらに、マヤやアステカの古代文明「メソアメリカMesoamérica」と、ナスカやインカなど「アンデス古代文
明」と、その後の「征服」そして「スペイン植民地支配」を通して融合文化が形成されてきた魅力的な世界でも
あります。
悠久のラテンアメリカが織りなす豊かな融合文化に触れながら、より高度なスペイン語運用能力を養うことで、
約5億9000万人のスペイン語話者（Instituto Cervantes調べ、2020年）とコミュニケーションを取ることが可能
となり、皆さんのなかに新たなラテン文化世界が形成されることを望んでやみません。
今こそ、本当の意味で、地球規模でのコミュニケーションが求められています。言葉は「世界をつなぐ平和の
礎」だからです。
さあ、ラテン文化世界への船出です。合言葉は、No hay atajo sin trabajo. （学問に王道なし）
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講座一覧

				2022年度前期公開講座 ネンド ゼンキ コウカイコウザ

				★土曜クラス ドヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				
英語講座
【初級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【中級】 神田外語大学 英語講師担当予定
【上級】 神田外語大学 英語講師担当予定
 エイゴコウザ カンダガイゴダイガク エイゴコウシ タントウヨテイ		10回 カイ		【初級・中級・上級】		10：40～12：10

				中国語講座
【★初級（対面）】 三浦 久仁子
【中級・上級】 　　陶　琳 チュウゴクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		10：40～12：10
10：40～12：10

				韓国語講座
【初級】 　　　　　洪　性薫
【中級・上級】 　　洪　性薫 カンコクゴコウザ		10回 カイ		【初級】
【中級・上級】		 9：00～10：30
10：40～12：10

				スペイン語講座
【★初級（対面）】 江藤　一郎
New！
【★中級（対面）】 江藤　一郎　
【中級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
【上級Ⅰ】 　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴ コウザ チュウキュウ タイメン ジョウキュウ		10回 カイ		【初級】
【中級】
【中級Ⅰ】
【上級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 チュウキュウ チュウ コウドク		10：40～12：10
 9：00～10：30
 9：00～10：30
10：40～12：10
13：10～14：40

				★火曜クラス カヨウ

				講座名
講師 コウザメイ コウシ		コマ数 スウ		時間 ジカン

				スペイン語講座
New！
【初級Ⅰ】　　　　柳沼　孝一郎
New！
【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】
                　　　　　柳沼　孝一郎 ゴコウザ ショキュウ		10回 カイ		【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】 ショキュウ		 9：00～10：30
10：40～12：10









日程

		★土曜クラス日程 ドヨウ ニッテイ

		開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ								開催期間 9月24日(土)～12月10日(土) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ ド ガツ ニチ ド ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ		4日
11日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ ニチ		2日
9日
16日 ニチ ニチ ニチ				24日
 ニチ		15日
22日
29日 ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ		3日
10日 ニチ ニチ

		★火曜クラス日程 カヨウ ニッテイ

		開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ								開催期間 9月27日(火)～12月13日(火) 全10回 カイサイキカン ガツ ニチ カ ガツ ニチ カ ゼン カイ

		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ				9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ

		17日
24日
31日 ニチ ニチ ニチ		7日
14日
21日
28日 ニチ ニチ ニチ ニチ		5日
12日
19日 ニチ ニチ ニチ				27日
 ニチ		4日
18日
25日 ニチ ニチ ニチ		1日
8日
15日
29日 ニチ ニチ ニチ ニチ		6日
13日 ニチ ニチ





中国語

		【中国語講座一覧】 チュウゴクゴコウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）		¥30,000



														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		中国語【中級・上級】 チュウゴクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		陶　琳
（神田外語大学アジア言語学科中国語専攻講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『語ろう日中暮らしの文化』
著者：施一昕・馬双燕・長谷川貴弘
出版社：白帝社
価格：2,600円＋税　　ISBN：978-4-8917-4932-3

														講座名 コウザメイ		中国語【初級】 チュウゴクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		三浦 久仁子
（神田外語大学公開講座中国語講師）

														授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『スタートダッシュ中国語』
著者：氷野善寛・伊藤大輔・工藤真理子・李軼倫
出版社：朝⽇出版社
価格： 2,300 円＋税　　ISBN：978-4-255-45316-3





スペイン語１

		【スペイン語講座一覧】 ゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込)

		前期 ゼンキ		初級(対面) ショキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				初級Ⅰ ショキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級(対面) チュウキュウ タイメン		10名 メイ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				中級Ⅰ チュウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				上級Ⅰ ジョウキュウ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000

				講読Ⅰ
「ラテンアメリカを読む」 コウドク ヨ		10名 メイ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）		¥30,000





スペイン語２

		★初級 ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★初級Ⅰ ショキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【初級Ⅰ】 ゴ ショキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		火曜日 9：00～10：30

		使用教材 シヨウキョウザイ		　『プラサ・アミーゴス－スペイン語で話そうI
－ Plaza Amigos: Español para hablar I 』
著者：柳沼孝一郎他　　出版社：朝日出版社
価格：1,900円＋税　　ISBN：978-4-255-55042-8

		★中級 チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		江藤　一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		対面 タイメン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★中級Ⅰ チュウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【中級Ⅰ】 ゴ チュウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55053-4

		★上級 ジョウキュウ

		講座名 コウザメイ		スペイン語【上級Ⅰ】 ゴ ジョウキュウ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

		使用教材 シヨウキョウザイ		『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：1,900 円＋税　　ISBN：978-4-255-55060-2

		★講読Ⅰ コウドク

		講座名 コウザメイ		スペイン語【講読Ⅱ・ラテンアメリカ人物探訪】　 ゴ

		担当講師 タントウコウシ		 柳沼　孝一郎
（神田外語大学名誉教授）

		授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

		授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 13：10～14：40／火曜日 10：40～12：10 カ

		使用教材 シヨウキョウザイ		『ラテンアメリカ人物探訪　Grandes figuras de América（全24課）』
著者：柳沼孝一郎　　出版社：日本放送出版協会
（＊NHKラジオ・スペイン語講座、2001年、絶版のため印刷配布します）





韓国語

		【韓国語講座一覧】 カンコクゴ コウザ イチラン

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000

				中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ		10名 メイ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ		¥30,000				★初級 ショキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【初級】 カンコクゴ ショキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 9：00～10：30 ド

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ

														★中級・上級 チュウキュウ ジョウキュウ

														講座名 コウザメイ		韓国語【中級・上級】 カンコクゴ チュウキュウ ジョウキュウ

														担当講師 タントウコウシ		洪 性薫(ホン ソンフン)
(神田外語大学公開講座講師) カンダガイゴダイガク コウカイコウザ コウシ

														授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

														授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

														使用教材 シヨウキョウザイ		『DVDではじめる！ゼロからカンタン韓国語』
著者：洪 性薫　　出版社：旺文社
価格：1600＋税　　ISBN：978-4010900802
※他、講師作成の教材を適宜オンライン上で
配布します。 カンコクゴ シャ オウブンシャ カカク ゼイ









英語

		開講時期 カイコウジキ		講座名(クラス) コウザメイ		定員 テイイン		担当講師 タントウコウシ		受講料(税込) ジュコウリョウ ゼイコミ

		前期 ゼンキ		初級 ショキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				中級 チュウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

				上級 ジョウキュウ		10名 メイ		神田外語大学 英語講師担当予定		¥30,000

												講座名 コウザメイ		英語【初級】 エイゴ ショキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【中級】 エイゴ チュウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン

												講座名 コウザメイ		英語【上級】 エイゴ ジョウキュウ

												担当講師 タントウコウシ		神田外語大学 英語講師担当予定

												授業形態 ジュギョウケイタイ		オンライン

												授業時間 ジュギョウ ジカン		土曜日 10：40～12：10

												使用教材 シヨウキョウザイ		未定
※決まり次第、更新いたします。 ミテイ キ シダイ コウシン







本学における履修証明(Certificate)制度

〈Ⅰ．神田外語大学の公開講座（語学）受講者に対する履修証明制度の開始〉

神田外語大学の公開講座（語学）を系統的に一定期間ご受講になられた方に対して、学校教育法第105条に基づ
き、履修証明書(certificate)を発行します。ただし、単位を発行するものではありません。

【参考】学校教育法 第105条
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程
を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

〈Ⅱ．履修証明制度の対象者〉

この制度によって、本学から履修証明をうけることができる方は以下のすべての条件を満たした方です。

1.本学の公開講座（語学）で同じ言語を4期以上受講（→Ⅲ.Ⅳ）し、総時間数60時間以上を満たすこと。
※平成31年文部科学省令第２号により、総時間数の下限が120時間から60時間に改められました。

2019年4月1日以降に講習又は授業が開始される課程からこの改正が適用されます。
2018年度後期以前に学修を開始した場合は、総時間数120時間以上を満たすことが必要です。

2.学校教育法 第90条で規定された大学入学資格を有すること。

3.本学が2を確認するために必要な個人情報をご提出いただくこと。

（注）本制度の申請にはこれらの条件が必要ですが、講座の受講に際しては必須条件ではありません。

〈Ⅲ．履修証明を申請できる受講パターン〉
本学の公開講座（語学）は半期で90分×10回のため、同じ言語を4期（=2年）受講いただくと履修証明の申請
に必要な総時間数60時間以上（→Ⅳの4）を満たすことができます。

公開講座（中国語）初級
90分×10回=15時間

× （前期＋後期）公開講座（中国語）中級
90分×10回=15時間

× （前期＋後期） + 

1年で30時間 ＝ 60時間

〈Ⅳ．受講パターンに関する注意〉
1. 半期受講しない期間が生じた場合、最初に受講を開始した時期から2年間の履修までを本制度の申請可能

期限とします。
2. 上記Ⅲの例は同じ言語で初級～中級を受講する例ですが1つのグレードを継続することも可能です。
3. 英語講座受講生の場合のみ、British HillsのHighland Life コースの受講時間数も加算することができます。
4.「総時間数60時間以上」は、学校教育法施行規則第164条で規定された必要時間数です。
5. 2018年度以前の講座は省令改正以前の総時間数が適用されるため、6期（3年間）の学修をもって申請対象と

なります。また2010年度までの公開講座（語学）は、授業時間数が異なるため、本制度の申請対象になりま
せん。

【中国語の例】
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British HillsのHighland Life
～英語生活～福島

Ⅰ. British Hillsの紹介～「パスポートのいらない語学留学」

１．中世英国を再現した「文化空間」
福島県・羽鳥自然公園の、海抜1,000メートルの森に位置するBritish Hills。
7万3000坪の広大な敷地には、マナーハウス（英国荘園領主の館）、クラフトハウスや12世紀から18世紀に
いたる建築様式のゲストハウスがあり、中世英国の「町」の雰囲気を楽しむことができます。

２．設立
British Hillsは、「神田外語学院」と「神田外語大学」を持つ学校法人佐野学園によって、1994年に設立
されました。当初は学生たちの国際研修センターとして利用され、現在は一般のお客様のご宿泊・ご来場・
語学研修、また学生団体様・企業団体様の各種研修受け入れなど、幅広く対応させていただいております。

３．British Hills 「公用語は英語」
レッスン中はもちろん、チェックインから食事のオーダーまで、British Hills滞在中の公用語は英語です。

（注）レッスン以外で日本語をご希望のお客様には、日本語で対応させていただきます。

Ⅱ . British HillsのHighland Life～英語生活～

British Hillsの個人向け研修「Highland Life」は、10名程度の少人数制を特徴とした、宿泊型英語実践プログラ
ムです。2泊3日のコースを中心に３つのレベルが用意されています。
教室での英会話レッスンのほか、スコーン作り等のCookingクラスやアロマセラピー等のCraftクラス、スヌー
カー体験（英国式ビリヤード）等、ご興味のあるクラスを自由に選び、受講することができます。
この機会にぜひ、「体験」しながら英語を学びませんか？

Ⅲ . British Hills所在地とホームページ

ブリティッシュヒルズ

〒962-0622 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8     
TEL：0120-131-386
ホームページ：http://www.british-hills.co.jp/
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（ご紹介）神田外語グループの講座・研修 東京

神田外語大学が実施する社会人向け公開講座（語学）の他に、神田外語グループでは、様々な形態の講座や研修
を実施しております。詳細については、各機関のホームページをご参照ください。

■神田外語学院（専門学校）
1963年に設立された、昼間部2年制・1年制の専門学校です。

住所：〒101-8525 東京都千代田区内神田2-13-13
TEL：03-3258-5838
ホームページ：http://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/

■神田外語キャリアカレッジ（企業研修・ビジネス英語／日本語等）

神田外語大学附属の、企業向け語学研修専門機関です。経験豊富な研修コーディネーターがお客様の様々なニー
ズを的確に把握し、大学・学院のノウハウを活用しながら、ご要望に合った企業研修を「オーダーメイド」でご
提案いたします。
また、語学以外にもビジネスマナーや異文化理解を目的とした研修、オンラインでの各種セミナーやオープン
コース等もご提供しております。

住所：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-13-9 神田外語本部ビル3階
TEL：03-3254-7100
ホームページ：http://www.kandagaigo.ac.jp/kgcc/

■神田外語キッズクラブ（幼児・児童英語）
神田外語のノウハウを活かし、幼児・児童英語教室（対象：0歳～小学校6年生／中学生）の運営（一都三県
内）や、幼稚園・保育園への講師派遣および児童英語教育ノウハウ提供によるソリューションを行っております。
また、J-SHINE資格が取得できる児童英語講師養成講座（対面型／4月期・7月期・10月期・1月期、オンライン
型／2021年7月～）を企画・運営し、幼児・児童英語指導者の育成・研修にも注力しております。

住所：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-13-9 神田外語本部ビル4階
フリーダイヤル：0120-154-815
ホームページ：http://www.kidsclub.co.jp/
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受講会場アクセス

（注）詳細はhttps://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/access/ をご覧ください。

公開講座受講生のお車での通学はご遠慮いただいております。

公共交通機関をご利用ください。

★最寄り駅 （徒歩） １．京葉線「海浜幕張駅」から徒歩約15分
２．総武線「幕張駅」から徒歩約20分

★バスの利用 （京成バス）
バスの時刻は、京成バスホームページ：https://www.keiseibus.co.jp/jikoku/でご覧いただけます。
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■お問い合わせ先 神田外語大学 産官学・地域連携部
TEL：０４３－２７３－１２８５
FAX：０４３－２７３－１４６３
（月～金曜日 9：30～17：30）
E-mail： renkei-shien@kanda.kuis.ac.jp
URL： https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/lifelong/

■住所 〒261-0014
千葉県千葉市美浜区若葉１－４－１
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