
個々のニーズに合わせて同じ言語・レベルで 3人から開講す
る少人数クラスです。目的・目標に応じてクラスをカスタマ

イズして頂けます。まずはご相談ください。もち
ろん、お友だち同士などグループでのお申し込み
も歓迎です。週 1回、90 分授業が基本です。

世界が変わる・世界を変える

神戸 YWCA 学院
外国語コース

クラス：初級・準中級・中級・中上級（ご希望と　

　　　クラス見学でのレベル判断により適切な　　

　　　クラスをご提案します）

期間：年 3学期制（1学期あたり 12 回レッスン）

登録費：¥16,200（新規の方のみ）
受講料（神戸 YWCA会員・会友の方は 15%割引）
　　（日本語教師養成コースの受講生は 50%割引）

 1 クラス受講：¥27,000/ 学期
 2 クラス受講：¥39,960/ 学期
 3 クラス受講：¥52,920/ 学期　　
教材費：実費　

女性交流の旅

レギュラーコース

カスタムコース

特別講座

オフキャンパス

韓国語スピーチコンテスト

プライベートコース

レギュラーコース （英語・韓国語）

シニア英会話"ALL TOGETHER"

カスタムコース

時間割
11:15-12:45
 (90 分 )

13:30-15:00
 (90 分 )

18:30-19:45
 (75 分 )

TUE

英語・準中級

Writing & 
Discussion

WED

英語・中級

Comprehension 
& Discussion

THU

韓国語・準中級

準中級ハングル

SAT

英語・初級

Basic English 
Skills

2015 スケジュール（レギュラーコース）
春学期
2015 年 4 月 8日（水）～ 7月 11 日（土）
　＊ 4/30（木）・5/2（土）は休講
秋学期
2015 年 9 月 1日（火）～ 12 月 1日（火）
冬学期
2015 年 12 月 2日（水）～ 15 日（火）
2016 年 1月 7日（木）～ 3月 18 日（水）

シニアの初級英会話。わかりやすい教材を

使って、ディスカッションを試みます。基

礎文法もきちんとサポート。

期間： 火曜日、10:30 ～ 12:00（90 分）

 年 3学期制（ 1 学期あたり 12 回）

講師： John Sheldon

定員： 3 ～ 9人

登録費：  ¥5,400（新規の方のみ）
受講料：  ¥32,400/ 学期
教材費：  実費

海外での経験がみんな違うように、英語の保持

だっていろんなカラーがあっていいじゃない。仲

間と体験を共有しながら、英語をツールとして自

分を表現する自信とスキルを身につけましょう。

豊富な経験をもつポール・ボテロ講師がお子さん

に合ったカリキュラムをカスタマイズします。

対象： 海外で教育を受けた 5歳～高校生

期間： 毎週土曜日、年 3学期制

 （春・秋学期 13 回、冬学期 10 回）

クラス数：3～ 4（定員：各 3～ 9人、年齢と

　　英語保持の状態を考慮してクラスを決定）

時間： 11:15-12:45; 13:45-15:15; 15:30-17:00

 （各 90 分）

受講料： ¥47,034/ 学期
 （冬学期は ¥36,180/ 学期）
登録費： ¥5,400（新規の方のみ）
教材費： ¥1,080

NEW!

神戸 YWCA学院外国語コースでは、公益財団

法人海外子女教育振興財団 (J.O.E.S.) の委託を

受け、帰国子女を対象とした外国語保持教室

も開講しています（毎週土曜日・年 3学期制）。

神戸教室への入室については、直接財団へ

お問い合わせください。

公益財団法人海外子女教育振興財団 (J.O.E.S.)

　　　　　　　　　　　　関西分室

Tel: 06-6344-4318　Email: kansai@joes.or.jp

2015 スケジュール（All Together）
春学期
2015 年 4月 11 日（土）～ 7月 11日（土）
　＊ 5/2（土）は休講

秋学期
2015年9月12日（土）～12月12日（土）
　＊ 10/31（土）は休講

冬学期
2016 年 1 月 9日（土）～ 3月 12 日（土）

どのクラスも
ネイティブ講師！

2015 スケジュール（シニア英会話）
春学期
2015 年 4 月 12 日（火）～ 7月 7日（火）
　＊祝日（5/5）休講
秋学期
2015 年 9 月 1日（火）～ 12 月 1日（火）
冬学期
2015 年 12 月 8日（火）～ 15 日（火）
2016年 1月12日（火）～3月15日（火）

（英語経験のある子どものための
　　　　　　　　　　　　　英語保持クラス）

神戸 YWCAオリジナル
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キリスト教を基盤に、世界中の女性が言語
や文化の壁を越えて力を合わせ、女性の社
会参画を進め、人権や健康や環境が守られ
る平和な世界を実現する国際NGOです。

（ ）
神戸���� 学院 
外国語コース (ICC)
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原則として週に一回の 90 分授業が 10 回で 1クール。一対一のプ

ライベートレッスン、一講師対複数生徒のセミプライベートレッ

スンなど、講師、クラス内容、レッスン日時をご希望に合わせて

設定して頂けるのが特徴です。随時開講いたします（途中参加も

できます）。

登録費：¥12,960（新規の方のみ）　　教材費：実費
受講料：

ネイティブ講師

1人 ¥86,400/ クール
2人 ¥49,680/ クール
3人 ¥38,880/ クール 
4 人 ¥32,400/ クール
ノン・ネイティブ講師

1人 ¥64,800/ クール 
2 人 ¥37,800/ クール
3人 ¥28,080/ クール
4人 ¥21,600/ クール

公共交通機関
・JR 三ノ宮駅、阪急・阪神神戸三宮駅より 
　徒歩 15 分（オリックスレンタカー角を
　北へ 15m）
・神戸市営地下鉄 新神戸駅より徒歩 5 分
  （南行き一方通行の道路を南へ）

最新の情報は
ホームページを
チェック！

プライベートコース
（英語・フランス語・スペイン語・中国語・韓国語）

特別講座
「英語で聴く！」
毎回外国人のゲスト講師を招いて、英語で学ぶ

講座を開講しています。例えば・・・

「Journeys into Jazz」
プロのミュージシャンでもある Brad Quinn さんとジャズの世界へ。

「European Union: United in Diversity」
駐日欧州連合代表部のDominic Al-Badri さんと欧州連合について学ぶ！

韓国語スピーチコンテスト

韓国語・初級
ソウル YWCAとの協働準備プロジェクト「ハング

ルのいろは」講座修了生を中心に始まった「韓国

語入門」がルーツ。朴正娥先生と学ぶ楽しい韓国語。

期間： 月 2回金曜日

 （10 回で 1クール、途中参加もできます）

登録費： ¥12,600（新規の方のみ）
受講料： ¥27,000/ クール　　教材費：実費

神戸 YWCA創立 85 周年の記念に開催され、

その後 6回開催しました。韓国語を学習して

いる日本人と、留学生や日本在住の韓国・朝鮮

の方々との相互理解・交流の場になりました。

日本における韓国文化への関心の高まりを、

日韓両国の友情の芽を大きく育て開花させる

ことにつながればと願っています。

このコンテストをきっかけに、阪神淡路大震災

以後途絶えていたソウル YWCAとの交流が再開

しました。

2011年3月19日(土) 
13:00〜15:00

神戸YWCA会館

6

後　援 
神戸韓国教育院

財団法人神戸学生青年センター
ソウルYWCA

駐神戸大韓民国総領事館
特定非営利活動法人 神戸定住外国人支援センター

　
協　賛

株式会社アルク
株式会社マイチケット

大韓航空

女性交流の旅

オフキャンパス
企業内研修、カルチャーセンター、個人サークルなどご要

望に応じて外国語講師を派遣いたしますので、お気軽にご

相談ください。

実施例：

コープカルチャー宝塚（Let's Talk 英会話 A・B）

コープカルチャー宝塚（ハングル初級 1・2・経験者）

兵庫県職員英会話サークルDクラス（英会話）

（株）マイチケットさんのご協力によ

り、YWCAの国際ネットワークを生かし

た女性交流の旅を企画。これまでに韓国・ソウル 、

シンガポール、韓国・大邱、ベトナム・ハノイを訪問しました。

暮らしにふれる、心にふれる交流の旅に出かけませんか？

シンガポール

韓国・大邱

ベトナム・ハノイ

ご要望に応じて和文の英語および各国語への翻訳、履歴書や論文などの英文校正も

承ります。お気軽にご相談ください。

その他 ＊クラスの登録人数が少ない場合は開講できないことがあります。

　あらかじめご了承ください。

＊受講料およびその他費用は、消費税を含みます。

（表示有効期限：2016 年 3月 31 日）


