
日程 曜日 回数 受講料 時間 教室

 9／20、27　　　　　　10／4、11、18、25

11／1、8、22、29    　12／6、13

 9／6、13、20、27　 10／4、11、18、25

11／1、8、22、29　　12／6、13、20
5回券

2,500円
10回券
4,500円

 9／6、13、20、27　　   10／4、11、18、25

11／1、8、15、22、29　12／6、13

 9／8、22、29　  　 　　10／6、13、20、27

11／3、10、17、24　    12／1、8、15
5回券

2,500円
10回券
4,500円

 9／4、11        　　　10／2、16、23、30

11／6、13、20、27　　12／4、11、18

 9／7、14、21、28　　　 10／5、12、19、26

11／2、9、16、30　    12／7、14
5回券

2,500円
10回券
4,500円

 9／11　　　　　　　 10／2、16、23、30

11／6、13、20、27　　12／4

5回券
2,500円
10回券
4,500円
5回券

2,500円
10回券
4,500円

 9／16、23、30　　　10／7、14、21、28

11／11、18、25　　※申込締切 9月11日
研修室

＊上記の日程は２０１８年１０月現在のものです。都合により変更になる場合もございます。　　

お問合わせ・申込みは出羽庄内国際村事務局まで　（事務室８：３０～１７：３０、月曜休館）

（公財）出羽庄内国際交流財団　　　　　〒997-0802　　鶴岡市伊勢原町8-32
☆℡ ：０２３５－２５－３６００　　☆E-mail ：info@dewakoku.or.jp    ☆HP ：http://www.dewakoku.or.jp

ベ
ト
ナ
ム
語

ベトナム語体験講座
（短期講座）

日
受講者4名

で開講

全10回
13,000円 １９：００～２０：３０

応接会議室
／ロビー

フ
ラ
ン
ス
語

Le Salon
（ル・サロン）

フリートーク型講座
＊講師の都合によってはお休みする場合もあります。

日 不定期 １３：３０～１４：３０ 円卓

ス
ペ
イ
ン
語

Hablemos Español フリートーク型講座
＊講師の都合によってはお休みする場合もあります。

土 毎週 １４：００～１５：００

図書コーナー

ド
イ
ツ
語

始めよう
ドイツ語講座

（入門）
火 10 13,000円 １９：００～２０：３０ 研修室

金 14 18,200円 １９：００～２０：３０ 応接会議室

韓国との出会い
한국과의 만남

フリートーク型講座
＊講師の都合によってはお休みする場合もあります。

土 月３回 １４：００～１５：００

１５：３０～１６：３０ 図書コーナー

韓
国
語

入門 火 13 16,900円 １９：３０～２１：００ 小研修室

初級

朋友你好！ フリートーク型講座
＊講師の都合によってはお休みする場合もあります。

木 毎週 １９：００～２０：００ 図書コーナー

土 毎週

小研修室

中級 土 14 18,200円 １３：３０～１５：００ 小研修室
中
国
語

初級 木 15 19,500円 １９：００～２０：３０

１９：００～２０：００ 図書コーナー

土 毎週 １１：３０～１２：３０ 図書コーナー

１９：００～２０：３０ 研修室

レベルアップ
中級英語

木 15 19,500円 １９：００～２０：３０ 応接会議室

講座／コース名

英
語

初心者英会話 木 12 15,600円

かんばせーしょん
喫茶店

フリートーク型講座
＊講師の都合によってはお休みする場合もあります。

木 毎週

平成３０年度　出羽庄内国際村　外国語講座　

第２期
（9月～12月）

◎入門コースに関しては、４月～３月までの1年をかけて学んでいきます。
　　 その他は、４月～７月、９月～１２月、１月～３月の３期、どのタイミングで受講されても構いません。

◆各講座　受講者３名より開講となっております。受講を希望される方は必ず事前にお申込みください。

●賛助会員の方は受講料が１０％割引になります。（テキスト代が別途かかる場合もあります）

★事務局では見学をおすすめしています（要連絡）。 フリートーク型講座以外は、１回見学無料です。



申込み・問合せ

（公財）出羽庄内国際交流財団
〒９９７－０８０２　　鶴岡市伊勢原町８－３２

☆TEL ：０２３５－２５－３６００　　    ☆E-mail ：info@dewakoku.or.jp  　　　☆HP ：http://www.dewakoku.or.jp

スペイン語
土曜　　１４：００～１５：００
フロレンシオ・サンチェス氏
（ボリビア出身）

◎講師の都合等で休む場合があります。ご了承ください。

フランス語
日曜　　１３：３０～１４：３０
サラ・ミヨ氏
（フランス出身）

お茶を飲みながら気軽におしゃべり☆　遊びに来てみてください。
＊＊＊　試しに一度…という方は、１回５００円での参加もできます。　＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　☆　フリートーク型講座　☆  ＊チケットに期限はありません。

チケット制・・・チケットは、全フリートーク型講座の共通券となっております。
（５回券：2,500円、１０回券：4,500円）

英語

木曜　　１９：００～２０：００
カリサ・トラバース氏
（カナダ出身）

中国語

木曜　　１９：００～２０：００
楊　　詠麗（ヤン　ヨンリ）

（中国出身）
韓国語

土曜　　１４：００～１５：００
韓　　文仙（ハン　ムンソン）氏
（韓国出身）

土曜　　１１：３０～１２：３０
ヒルダ・タンスィ氏
（カメルーン出身）

土曜    １５：３０～１６：３０
第1・2　魏 本紅氏（ウェイ ベンホン）

第3・4　王 雅萍氏（ワン ヤピン）

（中国出身／台湾出身）

対象 入門者

受講料 １３，０００円

基本会話や旅行会話などを中心に学びます。
定員１０名、申込み締切は９月１１日です。

テレビドラマ？それともK-POP♪きっかけはな
んでもOK!　基本を学んで身につけよう。

基本を一通り終えたら必ず一歩前進しよう！
なめらかに話せる自分になれる近道!

東京五輪・パラリンピックでドイツのホストタウンに選
ばれた鶴岡市。基礎から学んでみませんか？

*ベトナム語コース*（体験講座）

★ベトナム語　体験講座（全１０回）★

［ご注意］
お客様の都合で受講の継続が困難になった場合、既に納入された受講
料の返金はできませんのでご了承ください。フリートーク型講座以外、見
学（１回）は無料でできます。見学を希望される方は、事前に国際村事務
局までご連絡ください。
＊一部のコースを除いて、８月は休講となります。

講師 グェン・タン・トゥン氏（ベトナム出身）

日時 9/16～11/25（日）　全10回　19：00～

受講料 １６，９００円 受講料 １８，２００円 受講料 １３，０００円

対象 入門者 対象 基本を一通り終えた方 対象 入門者

日時 9/4～12/18（火）　13回　19：30～ 日時 9/7～12/14（金）　14回　19：00～ 日時 9/11～12/4（火）　10回　19：00～

講師 李　賢熙（イ　ヒョンヒ）氏（韓国出身） 講師 蔡　明子（チェ　ミョンジャ）氏（韓国出身） 講師 ブラント・アレクサンデル氏（ドイツ出身）

入門コースで身につけた力を応用して、初級
コースで更にステップアップしましょう。

初級コースから抜け出せずにいる方!新年度か
ら新しいコースに挑戦しよう！！

*韓国語コース*　　　　　　　　　　　　　　                                                                  *ドイツ語コース*

★韓国語　入門★ ★韓国語　初級★ ★始めようドイツ語講座（入門）★

受講料 １９，５００円 受講料 １８，２００円

対象 基本を一通り終えた方 対象 更なるレベルアップを目指す方

日時 9/6～12/13（木）　15回　19：00～ 日時 9/8～12/15（土）　14回　13：30～

講師 魏 本紅氏（ウェイ ベンホン）氏（中国出身） 講師 楊　詠麗（ヤン　ヨンリ）　（中国出身）

中学卒業程度の英語力でOK!　基本会話や、
読む・書くなどの学習も充実しています。

単語を豊富に知り、文法を着実に学ぶ事で、
様々な場面で応用、対応できます。

*中国語コース*

★中国語　初級★ ★中国語　中級★

受講料 １５，６００円　 受講料 １９，５００円　

対象 英会話はもちろん文法に興味のある方 対象 英会話はもちろん文法に興味のある方

日時 9/20～12/13（木）　12回19：00～ 日時 9/6～12/20（木）　15回19：00～

平成３０年度　出羽庄内国際村　外国語講座
*英語コース*

★初心者英会話★ ★レベルアップ中級英語★

講師 ルーク・パウスチアン氏（アメリカ出身） 講師 グラント・ポッター氏（アメリカ出身）


