
神田外語大学

社会人向け語学講座
前期受講者募集中！

英語

韓国語 中国語

スペイン語

〈申込期間〉2022年4月4日(月)～4月15日(金)

〈開催期間〉

2022年5月14日(土)～7月19日(火)

〈土曜クラス〉

5/14・5/21・5/28
6/4・6/11・6/18・6/25

7/2・7/9・7/16

2021年度ご好評いただいた社会人向け語学講座を2022年度も開講致します。
2022年度もオンライン講座が中心です。

皆様からのご応募をお待ちしております！

〈火曜クラス〉

5/17・5/24・5/31
6/7・6/14・6/21・6/28  

7/5・7/12・7/19
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公開講座申込URL：https://forms.gle/rJJxvMXYzXPGGwvG9



開講講座一覧

〈土曜クラス 一覧〉 ★は対面

〈土曜クラス 日程〉

※ 1 講読Ⅰ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。
※ 2 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。
※ 3 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。
※ 4 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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5月 6月 7月

14日

21日

28日

4日

11日

18日

25日

2日

9日

16日

開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回
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講座名

講師
コマ数

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

10回 【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

10回
【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

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（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

10回

【初級】

【中級】

【中級Ⅰ】

【上級Ⅰ】

【講読Ⅰ】

10：40～12：10

 9：00～10：30

 9：00～10：30

10：40～12：10

13：10～14：40

時間



〈火曜クラス一覧〉

〈火曜クラス日程〉

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 4月4日(月)～4月15日(金)】

【申込方法】
公開講座申込URL：https://forms.gle/rJJxvMXYzXPGGwvG9
・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。

②申込受付通知書の送付【2022年 4月18日(月) 本学より発送予定】

③入学手続き(受講料振り込み)【2022年 4月20日(水)～5月6日(金)】

④各講座開講【2022年 5月14日(土) ／2022年5月17日(火)】

・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。

・銀行振込のみとなりますのでご注意ください。
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5月 6月 7月

17日

24日

31日

7日

14日

21日

28日

5日

12日

19日

開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回

※講読Ⅰは土曜日・火曜日の2クラス設けております。内容は同じです。
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講座名
講師

コマ数 時間

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

10回
【初級Ⅰ】
【講読Ⅰ】

9：00～10：30
10：40～12：10



・ご自身の講座開始日は、P.8～20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.8～20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。
・ P.8～20の各講座内容に記載されたテキスト代は、2022年3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)〉
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★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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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。

★迷惑行為について

・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。
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★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。

〈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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http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
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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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〈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。
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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。

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。 日時については、
補講決定後にお知らせします。
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(写真：神田外語大学8号館)
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英語講座一覧

〈Ⅰ . 授業日程について〉

5月 6月 7月

14日

21日

28日

4日

11日

18日

25日

2日

9日

16日

開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回

〈Ⅱ . 各クラス詳細〉

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。

英語
【初級】

★講座内容

初級者対象講座ですが、中学生程度の文法を理解していること（英検®3級から準2級レベル）が要求されます。
日常会話に少し不安があるという方から、簡単なことなら英語で話せる、という方までを対象とし、授業は大学
講義のような内容です。
なお、講師は英語のみを使用し、授業中は受講生も英語を使用することが求められますので、あらかじめご承知
置きください。

講座名 英語【初級】

担当講師 神田外語大学 外国人講師担当予定

授業形態 オンライン

授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材
申込者宛てに送付する「申込受付通知書」

に記載いたします。

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 神田外語大学 外国人講師担当予定 ¥30,000

中級 10名 神田外語大学 外国人講師担当予定 ¥30,000

上級 10名 神田外語大学 外国人講師担当予定 ¥30,000

前期

8

※本学外国人教員が担当いたします。講師名は申込者宛てに送付する「申込受付通知書」に記載いたします。

（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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英語
【中級】

講座名 英語【中級】

担当講師 神田外語大学 外国人講師担当予定

授業形態 オンライン

授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材
申込者宛てに送付する「申込受付通知書」

に記載いたします。

★講座内容

英検®準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。

英語
【上級】

講座名 英語【上級】

担当講師 神田外語大学 外国人講師担当予定

授業形態 オンライン

授業時間 土曜日 10：40～12：10

使用教材
申込者宛てに送付する「申込受付通知書」

に記載いたします。

★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。

9
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中国語講座一覧

〈Ⅰ . 授業日程について〉

5月 6月 7月

14日

21日

28日

4日

11日

18日

25日

2日

9日

16日

開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回

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

この講座では、初心者を対象に発音やピンイン（発音表記）といった入門から中国語を学んでいきます。

★担当講師コメント(三浦久仁子)

この講座では、会話文がベースのテキストを用い、中国語の発音と基本的な文型、初歩的な会話能力を身に付け
ることを目標とします。
前期と後期の1 年間で一冊の教科書を学び終え、前期での到達レベルは中国語検定準４級程度です。単語や発音
がしっかり身につくよう、必要に応じて単語小テストやテキストの暗唱も行います。

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』

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

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

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

前期

10

（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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中国語
【中級・上級】

★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。

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
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韓国語講座一覧

〈Ⅰ . 授業日程について〉

5月 6月 7月

14日

21日

28日

4日

11日

18日

25日

2日

9日

16日

開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回

〈Ⅱ . 各クラス詳細〉

韓国語
【初級】

★講座内容

ハングル文字をはじめ、基本的な文型や語彙を学習します。
韓国語を初めて学ぶ方、もう一度ハングル文字をおさらいしたい方が対象です。

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

前期

12

（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：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。



★担当講師からのコメント (洪 性薫)

ハングル文字の起源や仕組み、読み方や書き方をしっかりと学びます。
その後、「～は～です」「～ではありません」「それは何ですか？」「～があります・います」「～はどこです
か？」などの文型と、「～をします」などの活用の学習を進めます。
全10 回の授業を通して、簡単な挨拶や自己紹介などができることを目標とし、会話の練習を重ねます。
また、韓国人の生活習慣や意識についても積極的に紹介します。
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

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。
「韓国語初級」を履修した方、もしくはそれ同等のレベルの方を対象とし、より深く韓国語の学習を進めます。

★担当講師からのコメント (洪 性薫)

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、韓国の風習や世相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。

13
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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

『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：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。



スペイン語講座一覧

〈Ⅰ . 授業日程について〉

5月 6月 7月

14日

21日

28日

4日

11日

18日

25日

2日

9日

16日

開催期間5月14日(土)～7月16日(土) 全10回

★土曜クラス

5月 6月 7月

17日

24日

31日

7日

14日

21日

28日

5日

12日

19日

開催期間5月17日(火)～7月19日(火) 全10回

★火曜クラス（「初級Ⅰ」「講読Ⅰ」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(対面) 10名
江藤　一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

初級Ⅰ 10名
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

中級(対面) 10名
江藤　一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

中級Ⅰ 10名
 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

上級Ⅰ 10名
 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」
10名

 柳沼　孝一郎

（神田外語大学名誉教授）
¥30,000

前期

14

本年度より火曜クラス
も開講いたします！
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〈Ⅱ . 各クラス詳細〉

スペイン語
【初級】

★講座内容

スペイン語は、ローマ帝国の言葉ラテン語からできた言葉、仏語、伊語、 葡語とは姉妹関係にあります。
「手」（英語の manual→手引書に関係あ る）は西語では mano, 仏語では main, 伊語では mano といいます。
これら のロマンス語は印欧語に属します。英語の three と西語の tres は関係が あり、「３」はトライアングル
のように、t とｒが含まれています。英語の語彙 には仏語、ラテン語から来た単語が多く、西語の単語と英語の
単語には 似たものが多くあります。「自由」は英語では、freedom と liberty がありま すが、liberty は仏語か
らきているので、西語では、libertad：英語の nation, vacation は西語では、nación, vacación になります。
こうした理由から、英語と比べながらの授業になると思います。初めは少し大変かもしれませんが「学問に王道
なし」（No pain, no gain. No hay atajo sin trabajo.）です。初級講座は動詞の不規則動詞現在形まで説明しま
す。

★担当講師からのコメント (江藤 一郎)

外国語は母語ではないので、名詞の複数形の作り方、冠詞の用法、形容詞の使い方、と少しずつ文法を覚えて
いけば、旅行に出ても、単語さえ覚えておけば、相手に通じさせる文を作れるはずです。
近頃のＮＨＫの語学講座は、旅で使える文を単発的に覚えさせるやり方ですが、教室で学ぶ外国語は、毎週
少しずつ文法事項を覚え、 「復習は進歩の母」を座右の銘として、単語と文法事項を身につけて欲しいと考え
ています。

スペイン語
【初級Ⅰ】

講座名 スペイン語【初級】

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

講座名 スペイン語【初級Ⅰ】

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
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★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スペイン語の基礎をしっかり学びます。
【初級I（前期）】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) ¡Hola! ¿Qué tal?（やあ、元気？：アルファベット、発音）
2) Una goma, por favor.（消しゴムをひとつください：名詞の性、冠詞）
3) ¿Qué es esto?（これは何ですか？：形容詞、指示詞）
4) ¿Cuál es tu nombre?（君の名前は何というの？：主語、ser動詞）
5) ¿Dónde está mi libro de español?（私のスペイン語の本はどこかな？：estar動詞、所有詞）
6) ¿Qué hay de nuevo?（何か変わったことがありますか？：hayの用法）
など、スペイン語の基礎を学びます。

●テキストのA la carta “Plaza Amigos” を通してスペイン語圏の歴史・文化・社会について紹介します。
●サブテキストとして学習事項に合わせた「読物」（lecturas）を併用し「語彙力と読解力」を養います。サブ
テキストのテキストおよび注釈はメールにて添付配信し、授業時に概説します。

★担当講師からのコメント (柳沼 孝一郎)

まずはスペイン語を発音してみましょう！スペイン語の母音a, e, i, o, uは日本語のア、イ、ウ、エ、オとほぼ同
じですからローマ字式に発音すれば大丈夫です。これから学ぶスペイン語は、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言
語で（2020年度現在、Instituto Cervantes調べ）、英語・ロシア語・フランス語・中国語・アラビア語となら
んで国連の公用語のひとつであり、まさに「２１世紀の国際語」といえます。加えて、グローバル化が加速度的
に進展する現代にあって、日本とスペイン語圏の国々との政治、経済、貿易そして文化交流はますます盛んに
なっています。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！
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
【中級】

★講座内容

第一課は、英語のDo you like soccer?に当たる¿Te gusta el fútbol?から始まりますが、これは、だれもが躓く
構文で、英語のHistory interested me.のような構文から説明したいと思っています。
最初の動詞の活用は、直説法現在形の語根母音変化動詞pensar, entender, sentirです。それから再帰動詞、比
較表現、時制としては、現在完了、点過去、線過去、未来、過去未来、命令法まで進みます。
英語は不規則動詞の変化、break, broke, brokenのようなものを、80個ぐらい覚えないといけないのですが、ス
ペイン語はよく使う不規則動詞は23個ぐらいです。英語は３基本形（come,came,come）ですが、スペイン語
は、４基本形(venir, vengo, vine, vendré)と私は考えています。語学は山登りと同じで、途中で止まると山から
すべり落ちないようにするのが大変です。
復習は進歩の母です。線過去を終わったあたりから、復習をかねて簡単な笑い話を読んでみたいと思っています。

講座名 スペイン語【中級】

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

16

17



★担当講師からのコメント (江藤 一郎)

私の好きな言葉は「継続は力なり」で、スペイン語に当てはまる表現は、La persistencia es la madre del éxito.
ではないかと思います。これはスペインのドラマを見ていて見つけた言い方です。スペイン人は、El que la 
sigue la consigue. （直訳：求める者は、獲得する）を教えてくれますが、laは彼女でなく、求める物（la 
cosa）を指していると思います。

スペイン語
【中級Ⅰ】

★講座内容

初級で学んだ基礎を土台に、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しっかり学びま
す。
【中級I（前期）】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) ¿Te gusta el fútbol? （君はサッカーが好きかい？：gustar動詞）
2) Pienso ir al centro de deportes. （私はスポーツセンターに行くつもりです：pensar動詞）
3) Te lo digo en serio.（私は君にそのことを真面目に言っているんだ：decir動詞、間接目的語と直接目的語）
4) ¿A qué hora te levantas?（君は何時に起きるの？：再帰動詞）
5) ¿Cómo se va a la Fuente de la Cibeles?（ラ・シベレス噴水にはどう行くのですか？：無人称文）
6) El Quijote es más fácil que El Cid.（ドン・キホーテはエル・シッドよりやさしいです：比較表現）
など、様々なパターン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。
●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。サブ
テキストのテキストおよび注釈はメールにて添付配信し、授業時に概説します。

★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I（前期）】では、gustar（～が好きである）型の動詞、pensar（考える；～するつもりである）や
recordar（思い出す；覚えている）やvolver（帰る）、ver（見る；会う）やponer（置く）などの不規則動詞、
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」、「比較表現」「感嘆文」な
どさまざまな表現と動詞について学び、語彙力を養い、スペイン語の運用能力を向上させます。（＊【中級II
（後期）】では現在完了、点過去・線過去、未来について学びます）
スペイン語は約5億8580万人の人々によって話され（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！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!

講座名 スペイン語【中級Ⅰ】

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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スペイン語
【上級Ⅰ】

★講座内容

★担当講師からのコメント (柳沼 孝一郎)

スペイン語の学習を全体で10とするとそのうち８割は動詞の学習と言っても過言ではありません。
スペイン語の「法と時制」すなわち、①直説法（現在・点過去・線過去・未来・過去未来・現在完了・過去完
了・未来完了・過去未来完了）、②接続法（現在・過去・現在完了・過去完了：＊【上級II（後期）】で学びま
す）、そして③命令法を理解することです。
併せて、スペイン語圏の国々の歴史・文化を知ることで、約5億9000万人の人々とコミュニケーションを取るこ
とがより可能となり、皆さんのなかに今まで存在していなかった新たなラテン文化世界が形成されるのです。
さあ、「スペイン語山」の山頂が見えてきました！ 合言葉は、¡Querer es poder! （意思のあるところに道はあ
る）

【中級Ⅰ・Ⅱ】で学んだ事項をさらに深化させ、前期はとりわけ「直説法の時制」について演習し（後期は「接
続法」について学びます）、より高度なスペイン語の運用能力を養います。
【上級Ⅰ（前期）】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) En este restaurante se come muy rico.（このレストランはとてもおいしいです：seの用法）
2) Simón me dijo que venía sin falta.（シモンは必ず来ると私に言いました：直説法点過去と線過去、時制の

一致）
3) ¿Cómo te ha ido este fin de semana?（君はこの週末はどうだったの？：直説法現在完了と過去完了）
4) ¿Qué hora será?（今何時ごろかな？：直説法未来と過去未来）
5) De haber sabido, te habría ayudado antes.（前もって分かっていたら、手伝ってあげたのに：直説法未来完
了と過去未来完了）
6) ¿Quieres que tomemos unos churros con chocolate?（チューロス・コン・チョコラテでも食べようか？：
接続法現在）などスぺイン語でコミュニケーションをとる上でも極めて重要な「時制」について学びます。

●テキストのA la carta “Plaza Amigos” を通してスペイン語圏の国々の歴史・文化・社会について紹介します。
●サブテキストとして学習事項に合わせた「読物」(lecturas)を併用し、「語彙力と読解力」を養います。サブ
テキストのテキストと注釈はメールにて添付配信し、授業時に概説します。

講座名 スペイン語【上級Ⅰ】

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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スペイン語
【購読Ⅰ】

★講座内容

これまで学んだ文法事項をもとに、平易なスペイン語文のテキスト（全24課）を読みながら、33の独立国とプ
エルトリコのような非独立領土からなるラテンアメリカの歴史・文化・社会を紐解きます。【講読I（前期）】
は90分授業の10回のオンライン授業となりますが、以下の学習内容を通して、語彙力と読解力そしてより高度
な運用能力を養います。
1) En el polo industrial Monterrey （工業中心都市モンテレイにて）, 
2) En la ciudad colonial Guadalajara （コロニアル都市グアダラハラにて）, 
3) En la tierra utópica Michoacán （ユートピアの大地ミチョアカンにて）, 
4) En el Zócalo （アステカ王国の都、ソカロ広場にて）, 
5) En la Basílica de Guadalupe （グアダルーペ大聖堂にて）, 
6) En las ruinas de Teotihuacan （テオティワカン遺跡にて）, 
7) En la Catedral de Cuernavaca （常春の町クエルナバカ大聖堂にて）, 
8) En la cuna de la colonia japonesa （日系社会の発祥地にて：榎本メキシコ殖民団）, 
9) En la Ciudad de Guatemala （グアテマラシティにて）, 
10) En la ciudad de Antigua （スペイン植民都市アンティグアにて）, 
11) En el mercado de Chichicastenango （チチカステナンゴのインディヘナ市場にて）, 
12) En la ciudad de La Habana （キューバのハバナの街にて）, 
13) En el camino a Santiago de Cuba （サンティアゴ・デ・クーバをめざして）, 
14) En la capital de Nicaragua （ニカラグアの首都にて）, 
15) En la capital de Costa Rica （コスタリカの首都にて）, 
16) En la Ciudad de Panamá （パナマシティにて）, 
17) En la costa caribeña de Colombia （コロンビアのカリブ海沿岸にて）, 
18) Rumbo a las Islas Galápagos （ガラパゴス諸島をめざして）, 
19) En la capital del Perú, Lima （ペルーの首都リマにて）, 
20) En el Lago Titicaca （ティティカカ湖にて）, 
21) En la ciudad de Buenos Aires （ブエノスアイレスの街にて）, 
22) Paseo por La Boca （ラ・ボカ地区をそぞろ歩き）, 
23) Atravesando La Pampa （パンパを越えて）, 
24) En Santiago de Chile （チリの首都サンティアゴ・デ・チレにて）

●テキストの講読と併せて「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、『悠久の大地 ラテンアメリカ紀行』、さ
らに参考資料、図書・文献を随時配信・紹介します。
（＊【講読Ⅱ（後期）】は、独立から現在までの歴史をつくった人物を描いた「ラテンアメリカ人物探訪
“Grandes figuras de América”（全24課）」を読み進めます。）
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※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。

20

講座名 スペイン語【講読Ⅰ・ラテンアメリカを読む】

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)



★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」と呼びます。今回の講座で旅するラテンアメリカの人種構成はきわめて
多様です。世界でも稀にみる多人種社会を形成しています。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」、その後の「征服」そして300年にわたる「スペ
インとポルトガルのイベリア両国による植民地支配」、独立後の欧米諸国との交流を通して融合文化の世界が形
成されてきたからです。グアテマラやエクアドル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
制によっ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。ラテンアメリカ諸国が織りなす豊かな
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。
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）

【使用するテキスト】 『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、のプリントを配布
します）
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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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