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春夏コース春夏コース
期間：4月～9月期間：4月～9月

外国語を使って
　　　　　　　　　　　　 ための

語学講座
　 　　　　 　　 　　

協会会会協会
ささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいだだだだだだだだだだだだだだだだだだだささささささささささささささささだだだだだだだだだだだくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだみみみみみみみみみみみみみみみみみくくくくくくくくくくくくくくくくみみみみみみみみみみみ込込しししししししししししししししししし込込込込込込込込込込込込込込込込申申申申申申申申申申申申申申申申しししししししししおおおおおおおおおおおおおおお申申申申申申申申申申申申申申申申おおおおおおおおおおおおおおおおおお申申申申申申申申申申申ししししししししし込込込込込込込込込込込込込込込込込込みみみみみみみみみみみみみみみみみお申し込みお申し込みくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささくださくださいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

※お申し込みには oiga.jp からのメールを受信できるメールアドレスが必要です

規定の人数に達しない時は
開講しない場合があります

締切 3月18日（土）13時

新型コロナウィルス感染予防対策を徹底し、皆様の安心と安全に配慮しています

競艇場前 北部方面からお越しの方は
「競艇場前」交差点を右折

至堅田

語学講座
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定　員
先着 12名 コンビニ払いまたは銀行振込

お支払いについて

詳細は
ホームページを
ご覧ください。

※既定の人数に達しないときは開講しない場合
　または閉講する場合があります。
※満席でもキャンセルが出た時には申込が可能
　になります（申込受付期間中に限ります）。

※開講が決定した講座から順次、コンビニ払込票を郵送、
　または請求メールを送付します。期日までに納入してください。
※管理費は諸手数料、施設管理費、新型コロナウィルス感染予防対策費
　等として１講座ごとにお支払いください。

（全18回）レギュラークラス

１回  75 分

指定テキストをベースに、講師が作成したカ
リキュラムに沿って、会話に必要な発音や文
法もしっかり学びます。
またネイティブ講師の出身国の話や、海外経
験豊富な日本人講師の経験談等も盛り込み、
国際交流を楽しむことができるクラスです。

第一次申込受付期間
3月2日（木）～3月18日（土）

※各自で初回までに購入してください

※イタリア語は別途テキスト代（1,000 円）が必要。

火 1～ 2

　2

　3

　3

　4
　2

　1
11：00～12：15
9：30～10：45

11：00～12：15
11：00～12：15

11：00～12：15

11：00～12：15

  9：30～10：45

  9：30～10：45

  9：30～10：45

金
火
金
火
木
木
木
木

大人のための学び直し英語

英会話　中級

英会話　初級

All  English  Class

韓 国 語 　 中級
韓国語　初級

英会話　入門

授業時間

指定テキスト教　材

一般 30,000円　
会員 28,000円

お支払い額
（受講料+管理費）

　　　　　　    講座名　　       　　　   　  曜日   　 難易度　　　 時間帯

（全8回）テーマクラス

１回  75 分

「〇〇語を体験しよう」
簡単な挨拶や会話、文法などの基礎を学びます。
対象  その言語を初めて学ぶ方等
「〇〇語サロン」
様々なテーマに沿って語り合い、会話による
コミュニケーションを楽しむクラスです。

第2.4     土

中級

中級
中級
入門
入門
入門
入門

初級 9：30～10：45
9：30～10：45

11：00～12：15

11：00～12：15
14：00～15：15

  9：30～10：45

  9：30～10：45

  9：30～10：45

4-6月   金

4-6月   金
4-6月   木
第2.4     火

第1.3     火

第1.3     土

ドイツ語サロン

ドイツ語を体験しよう
イタリア語を体験しよう

英語サロン「Virtual Trip 世界編」
英語サロン「Virtual Trip 日本編」

ベトナム語を体験しよう
韓国語を体験しよう

スペイン語サロン

授業時間

オリジナルプリント
または指定テキスト

・テキスト名

・講座内容

・受講規約など

教　材

一般 16,000円　
会員 15,000円

お支払い額
（受講料+管理費）

　　　　　　　講座名    　　　　　　　    曜日          レベル　　　 時間帯

2023年度
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Kyle（カイル）
英会話入門・英会話初級

"Hello! My name is Kyle. 出身はカナダで1年間ほど滋賀に住
んでいます。音楽を作ったり、カードゲームをしたり、ダジャレ
を言ったりするのが趣味です。英会話入門クラスは、完全な初
心者の方から、少し経験があるけれどまだ少し不安、という方
におすすめです。初級クラスは、文法など、ある程度知識のある方向けです。どちらの
クラスでも、英語の基本的な文法や単語などを楽しく、気軽に学んで練習していただ
きたいと思っています。英会話を通して楽しみましょう。

Mariela（マリエラ）
英会話中級・All English Class

Hello everyone! My name is Mariela.  I have lived in Japan 
for more than 20 years, working as an English instructor. 
Before coming to Japan, I lived in Canada and Ecuador. 
In my free time, I really enjoy walking my dog, cooking and 
traveling.  I look forward to meeting you in class and talk about some current 
events and other topics in English. See you in class!

Kevin（ケビン）
英語サロン

Hi, my name is Kevin Deegan, and I’m from the UK.
Come and join our conversation classes, where we talk 
about topics relating to Japan. Enjoy talking with new 
friends and a native English speaker. I’m looking forward 
to seeing you soon.

Jung Weon（ジョンウォン）
韓国語初級・韓国語中級

ソウル出身。最近はまっている趣味は街歩きです。初級クラス
では簡単、短い文を使ってまずは言葉を口に出すことに慣れる
よう取り組んでいきます。韓国旅行で少しでもお話しが出来た
ら嬉しいですよね。中級クラスでは日常会話を身につけ、自分の
興味のあるテーマで会話ができることを目指します。仲間達と楽しくやっていきま
しょう。

Jina（ジナ）
韓国語を体験しよう

アンニョンハセヨ。ソウル出身。日本の大学に留学し、貿易会社
で働いていました。今は韓国語講師をしています。趣味は、食べ
歩き、ホットヨガ、映画・YouTube・ドラマ鑑賞などです。入門
クラスでは、韓国語の文字の仕組みを知ってもらう所からはじ
め、読み方、書き方を覚えます。そして、簡単な挨拶や会話を分かりやすく習得して頂
きます。さあ、一緒に楽しく頑張りましょう。

Thuy（チュイ）
ベトナム語を体験しよう

Xin chào！ベトナム・ハノイ出身。２００１年に来日。趣味は
読書、旅行と写真撮影です。ベトナム語、特に発音は難しいイメ
ージがあるかもしれませんが、その発音のコツを分かりやすく
伝えますので、ご安心ください。ベトナム語講座を通じて、ベト
ナム人の文化や生活、価値観などを紹介したいと思います。楽しくて、笑顔が溢れる
レッスンを作りたいので、ぜひ一緒に勉強しましょう。

Marco（マルコ）
イタリア語を体験しよう

フィレンツェ出身。日本には１５年間住んでいます。昭和時代
のアニメがきっかけで日本に興味を持ちました。特に「あした
のジョー」が大好きです。趣味はもちろんサッカーですが、空手
にも関心があります。イタリアは芸術、文化、歴史、料理、スポー
ツなどとても魅力のある国です。この講座では、カッコいいイタリア語を明るく楽し
く勉強してきましょう！
 

Jacqueline（ジャッケリネ）
スペイン語サロン

私はペルーのリマ市で生まれ、30年前に来日しました。現在は
様々な教育機関でスペイン語を教えています。スペイン語を教
えるのが大好きで、言語を教えるだけでなく、ペルーをはじめ
とした、ラテンアメリカの文化と伝統などについてみなさんに
ご紹介しています。私のクラスの目標は、学生が楽しく学び、スペイン語にもっと興
味を持つようになることです。そして、クラスを通じて、楽しい文化交流を行うこと
が出来たら嬉しいです。

Andreas（アンドレアス）
ドイツ語サロン・ドイツ語を体験しよう

私はドイツのアイゼナッハ（ J.S. バッハが生まれた町） の出身
です。17年前に来日し、音楽家として活動をしながら、ドイツ
語講師としてドイツの歴史、音楽、文化、観光などについて皆さ
んに紹介しています。私の授業では、ドイツ人と出会った時に
役立つ会話や、ネイティブが話すような会話も学んで、ドイツ語を使って、楽しく交
流します。

Steve（スティーブ）
英会話初級・英会話中級

アメリカ・ウィスコンシン州出身。ハイキングやカヤック等の
アウトドアスポーツが好きで、最近はSUPにハマっています。
歴史的なお城やお寺を訪れること、料理や映画にも興味があり
ます。私のクラスのスタイルは"Simple is best!"と "Little by 
little "。インターネット、ビデオ、ワークシート、そしてもちろん教科書も使って、すべ
てをわかりやすく説明します。中級クラスでは、より高度なトピックについてディス
カッションする時間を多く取ります。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！

申込から受講までの流れ
申込

請求

お支払い

指定テキスト購入（レギュラークラスのみ）

受講スタート

よくあるご質問

2023年（春夏）

講師一覧講師一覧

金 火

Seiko（セイコ）
大人のための学び直し英語

大津市出身。イギリス、アメリカ、タイなどに滞在していました。
「英会話を始めてみたいけど、何から勉強すればいいかわからな
い・・・」というお声をよく耳にしますが、中学校で習った簡単
な英文法をおさらいして、ステップアップにつなげてみません
か？ロールプレイングなどを通して、旅行先でも使える英会話を身につけましょう。
Let's speak English!

火

土

土

木

火

木

木

金

金

1

2

3

4

5

1. 申込専用サイトへログイン
　（初めての方は新規ユーザー
　 登録をしてください）
2. 希望講座を申込
　→受付メール（自動配信）

開講決定後、請求書（コンビニ払込票）または請求メールが届く
※払込票は期限を過ぎると使えません

期日までにコンビニまたは
銀行振込でお支払い

各自、書店・通販サイト等で購入

2022年度秋冬コースに通っていますが、
受講を継続できますか？

事務局窓口でお申込みの
お手伝いをいたしますの
で、お声かけください。

1

→できません。2023 年度の講座は新たに
　お申し込みください。

体験受講はできますか？2

→ありません。レギュラークラスは初回受
　講日のみ解約できます。

テキストを見たいのですが・・・3

→事務局でご覧いただけます。

家族や友人と一緒に申し込みたいのですが・・・4

→ご本人が直接お申し込みください。
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in OTSUin OTSU
国際ふれあいフェスタ国際ふれあいフェスタ
3年ぶりに開催！

2022.11.５
大津湖岸なぎさ公園　おまつり広場
2022.11.５
大津湖岸なぎさ公園　おまつり広場

　びわ湖が見渡せる絶好のロケーション、
そしてお天気にも恵まれ、多くの方々にご
来場いただきました。
　海外旅行に行くのも難しくなった昨今、
国際色豊かなダンスステージ、外国や滋賀
の食が楽しめるキッチンカーや屋台、外国
のスポーツや遊びなどを体験できるブース
などを市民の皆様にお楽しみいただくこと
ができました。

～世界と滋賀のコラボレーション～

ステージ

体験ブース

キッチンカー

屋台

留学生の参加

ボランティアの方々

おたのしみ抽選会
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あなたを変える、

・幅広い年齢層の方へのサポート・留学相談可　　・春休み・夏休みの短期留学
・同年代の方と授業を受けられる大人留学　　　　・中学生からのお子様向け留学
・ヨガ・ティータイム etc　現地の文化に触れるおけいこ留学　　他

アーク・スリー・インターナショナルは
あなたの留学の夢をサポートします。

お問合せ先：
【GO留学】株式会社アーク・スリー・インターナショナル
〒530-0012  大阪市北区芝田1丁目14-8 梅田北プレイス 13F
TEL：06-7633-0011　
営業時間：平日 10:00 ～ 17:00（土日祝休）
E-mail：ryugaku@arc3.co.jp　
URL：http://go-ryugaku.jp

GO留学
アーク・スリー・インターナショナル
留学事業部
@go.ryugaku

ウェブサイト「Go留学」で検索

賛助会員募集賛助会員募集2023年度
　公益財団法人大津市国際親善協会では、国際文化観光都市にふさわしいまちづくりを市民の自発的な活動を
主体として行うことにより、諸外国との文化・歴史などの特性を活かした国際交流活動を推進し、市民の相互理
解と友好を深め、多文化共生社会に適応した地域づくりに寄与することを目的としています。協会活動に対する
皆様のご理解とご参加をいただくため、賛助会員を募集しています。当協会の公益事業は皆様の賛助会費等によ
って行われています。国際交流や多文化共生まちづくりに関心をお持ちの方のご入会をお待ちしております。

会員特典（個人・家族）

会員による活動

納入方法賛助会費

有効期限

入会申込

会員証発行

情報誌OIGAの発送  等

提携店舗・施設における割引
当協会主催講座・イベントの参加費割引
語学講座・管理費の割引

2023年4月1日～
　2024年3月31日まで

多文化共生サポーター

団体 1口　年額 10,000 円　
個人 1口　年額   2,000 円
家族 1口　年額　3,000 円

レギュラークラス：2,000円割引
テーマクラス：1,000 円割引

2023年度 の を
　       以下のとおり いたします。5月以降に発送

※ご利用可能期間  ６月１日～３月31日
※ご利用時に会員証をご提示ください

1

2

3

コンビニ払い
※3月18日（土）お申し込み分まで
　ご利用いただけます。

※振込手数料は当協会が負担します。

※上記の活動や募集についてはホームページ上で
　ご案内します。尚、今後は新しい活動も展開す
　る予定です。

※自動引き落としの方も2023年度の入
　会手続きをお願いします。

金融機関振込
事務局窓口での現金払い

1

2

3

5

4

日本語教室での学習支援

ホームページまたは事務局窓口にて

語学講座の申込時または事前に
2023年度賛助会員入会申込された方

・姉妹友好都市交流事業

・在住外国人のための日本語教室

・外国人無料相談

・情報誌OIGAの発行　等

外国籍市民のための生活情報提供紙の制作
外国人無料個別相談での相談員
1

2

3

皆様から寄せられた賛助会費は
全額公益事業に使わせていただいています

　姉妹都市の亀尾市から市長を
含む訪問団が来津されました。
　協会では役員との歓迎昼食会
を催し、その後市役所等への表
敬訪問、石山寺等の市内観光へ
ご案内しました。
　これからも両市の交流が益々
発展することを祈念しています。

姉妹・友好都市交流
韓国・亀尾市訪問団　来津

2022年11月9～10日

対　象

割引額

詳細はこちら

当協会に賛同いただいている団体からのご案内当協会に賛同いただいている団体からのご案内
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公益財団法人大津市国際親善協会

当協会に賛同いただいている団体からのご案内当協会に賛同いただいている団体からのご案内

賛助会員団体（20団体・順不同）

個人会員 119名　家族会員 4家族

国際ソロプチミスト大津
公益社団法人びわ湖大津観光協会
大本山　石山寺
公益社団法人びわこビジターズビューロー
野洲市国際協会
ドイツレストラン　ヴュルツブルク
琵琶湖汽船株式会社
京都新聞社
株式会社GOODBYE JAPAN
外国人女性の会パルヨン

綾羽株式会社
大津商工会議所
株式会社アーク・スリー・インターナショナル
在日本大韓民国民団  滋賀県地方本部
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社  琵琶湖ホテル
一般社団法人石山観光協会
滋賀短期大学
公益財団法人京都日本語教育センター
ＮＨＫ大津放送局
一般社団法人大津青年会議所

2022年度 当協力賛助会員に
ご入会いただきありがとうございました


