
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Inuyama International Association  

語学講座 受講者募集 2022 年度後期 

英会話 韓国語（基礎・初級） ドイツ語 中国語 

スペイン語 韓国語（中級・会話） ポルトガル語 フランス語 

  受講期間： 2022 年 10 月～2023 年 2 月 

  場    所： 犬山市民交流センター「フロイデ」 

  言    語： 英会話、韓国語、ドイツ語、 

中国語、スペイン語、ポルトガル 

語、フランス語       

  受講時間： 1 時間/回         

  受 講 料： 7,000～10,500 円（5～15 回 講座） 

          ※ 会員登録をすると、会員価格になります。 

          ※ 申込人数により、追加料金の可能性があります。 

  定  員： 14 名  ※ 定員を超えた応募があった場合は抽選 

※ 感染防止対策を行い安全に開催します 

１．申込方法：窓口、申込フォーム（右記 QR コード 

又は下記 URL）、メール、電話（電話は、R3、R4 

年度会員のみ）でお申込みください。申込フォーム、 

メールは返信を確認ください。複数受講の場合も、 

1 回の申込みでできます。 

 

 

２．申込必要事項：①講座名 ②クラス名 ③郵便番号、住所  

④氏名 ⑤携帯番号または昼間連絡のつく連絡先  ⑥会員番号（会 

員登録無しの方は 登録希望の有無） ⑦追加料金が発生する場合、  

Ａ. 受講する、B.受講しない、C.分からない 

 

３．申込期間：9 月 5 日（月）～9 月 23 日（金・祝） 
   窓口及び電話対応時間  9:00～17:00（土日祝、第 2・4 月曜を除く）  

    休日窓口 9 月 17 日（土）13:30～15:30  

「海外旅行の英会話」(5 回) 〈New〉 

「はじめてのスペイン語」(5 回) 

「はじめてのポルトガル語」(5 回) 

「はじめてのフランス語」(5 回) 〈New〉 

こんなことができるように 

「おはよう」「ありが 

とう」など 簡単なあ 

いさつや自己紹介 

 

犬山国際交流協会 事務局  

9:00～17:00（土日祝、第 2・4 月曜日を除く） 

電話 (0568)48-1355 FAX(0568)48-1356 

E メール:iia@grace.ocn.ne.jp URL:http//iiea.info 

〒484-0086 犬山市松本町 4 丁目 21 番地 犬山市民交流 

センター「フロイデ」1 階 

 

  

講師はネイティブスピーカー 

外国人の友達をつくる

きっかけづくり 

海外旅行先で、道を尋ねる、レストランで 

注文する、現地の人と直接話す 

主催：犬山国際交流協会  

「新たな言語を学んでみませんか？」 

講師：レスリー・ 
ウォルター 

講師：姜 

仁善 
講師：グンター・ 

ウォルター 

講師：黒宮  
瑛子   

講師：桑垣  
ミッシェル 

（鄭 月瑛） 

講師：李  
善英 

講師：川瀬 
デボラ 

講師：松波 
アニー 

申込みフォーム⇒ https://forms.gle/YLCzbEbtsvRTGqtm6 

ホームページ QR コード 

※ 英会話サロン（犬山グッドウィルガイド主催）もあります 

語学講座 

詳細情報 QR コード 

https://forms.gle/YLCzbEbtsvRTGqtm6


令和4年度後期 語学講座一覧表

英会話

○講師 レスリー・ウォルター

クラス 時間 日にち

基礎A 17:40～18:40
10/6～2/16（15回）【木曜日】
（12/15, 22, 29, 1/5を除く）

中級A 20:00～21:00

中級B 12:40～13:40

10/7～2/10（15回）【金曜日】
（12/16, 23, 30, 1/6を除く）

海外旅行の英会話（5回）【金曜日】
10/7, 14, 21, 28, 11/4（5回）

初級 13:50～14:50

基礎B 14:55～15:55

中級C 16:00～17:00

海外旅行の
英会話

18:20～19:20

上級 19:30～20:30

中国語

○講師 黒宮 瑛子 ＊別途テキストの購入が必要

クラス 時間 日にち

基礎 12:35～13:35
10/8, 15, 22, 29, 11/5（5回）

【土曜日】

初級 13:40～14:40 10/8～12/10（10回）【土曜日】

ポルトガル語

○講師 川瀬 デボラ

クラス 時間 日にち

はじめての
ポルトガル語

18:50～19:50
10/6, 13, 20, 27, 11/10（5回）

【木曜日】

スペイン語

○講師 桑垣 ミッシェル

クラス 時間 日にち

文化・
トラベル

14:50～15:50
10/8～1/21（15回）【土曜日】
（12/31を除く）

はじめての
スペイン語

16:00～17:00
10/8, 15, 22, 29, 11/5（5回）

【土曜日】

ドイツ語

○講師 グンター・ウォルター ＊初級、中級は、別途テキストの購入が必要

クラス 時間 日にち

初級 12:40～13:40

10/6～2/16（15回）【木曜日】
（12/15, 22, 29, 1/5を除く）

中級 13:45～14:45

上級 14:50～15:50

韓国語

○講師 姜 仁善 ＊別途テキストの購入が必要

クラス 時間 日にち

基礎 18:50～19:50
10/4～1/24（15回）【火曜日】

（12/27, 1/3を除く）
初級A 20:00～21:00

初級B 16:00～17:00
10/6～2/16（15回）【木曜日】
（12/15, 22, 29, 1/5を除く）

○講師 李 善英 ＊別途テキストの購入が必要

クラス 時間 日にち

中級 18:45～19:45
10/7～1/20（15回）【金曜日】

（12/30を除く）
（中級）会話 19:55～20:55

各講座共通事項

※1：年会費2,000円で会員登録すると、会員料金で受講できます。

※2：15回クラスと10回クラスは、申込締切日までに11人に達しない

場合は、追加料金をいただきます。

※3：受講料は、初回の講座日の15分前に、教室でお支払いください。

〇受講場所：犬山市民交流センター フロイデ会議室
〇対 象：高校生以上

☆ 各クラスの定員は14人。

☆ 申込締切日までに6人（中国語の5回講座は3人、中国語以外の5回講

座は5人）に達しない場合は閉講とします。

☆ 申込人数が定員を超えた場合は抽選を行います。

☆ 追加料金クラス、閉講クラス、抽選結果（落選した方のみ）について

は、9月29日㈭、30㈮にメールまたは電話にてご連絡します。

☆ 講師の都合や天候等により講座、内容が変更する場合があります。

☆ 一度お支払いいただいた受講料は、返却できませんのでご了承くださ

い。

◆◆◆お申込み・お問合せ先は、表面をご覧ください◆◆◆

英会話サロン 主催：犬山グッドウィルガイド

既に簡単な英会話ができる方を対象としています

○講 師 グンター・ウォルター

○曜日 月曜日（全10回） ○時間 19:30～20:30

○定 員 先着14人

○場 所 犬山市民交流センター「フロイデ」

○受講料 参加者が11名以上：一般：5,000円 IIA会員：4,000円

※１：参加者が11名未満の場合は、料金が高くなる場合もあります。

※２：受講料は初回受講時にお支払いください

○申込期間 9月5日（月）～ 9月23日（金・祝）

10月17日、31日 11月7日、21日 12月5日

1月30日 2月6日、20日 3月６日、20日

受講料（※1）

回数
最少開催
人数

一般価格
会員価格
（※2）

追加料金
（※3）

15回 6人 10,500円 7,500円 3,500円

10回 6人 7,500円 5,000円 2,300円

5回
（中国語以外）

5人 7,000円 4,500円

5回
（中国語）

3人 10,500円 8,000円

フランス語 New

○講師 松波 アニー

クラス 時間 日にち

はじめての
フランス語

13:40～14:40
12/17, 24, 1/7, 14, 21（5回）

【土曜日】

主催：犬山国際交流協会

New


