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協賛講座 28-K01 

入門英会話講座  Basic English Conversation（全２７回） 

実施期間 ４月１６日(土)～１月２８日(土) 

開講時間 １３：３０～１５：００ 

定 員 ２４名 

保 育 なし 

開講曜日  土曜日 

受講場所  狭山元気プラザ 

受 講 料 ２５，０００円 

テキスト代  ２，８４０円（予定） 

保 険 料    ８００円 

＜講座のねらい＞ 

英語ネイティヴ・スピーカー（英語母語話者）の講師の生の英語に触れ、音声の特徴や発音に慣れ親しみ

ます。海外旅行の教材を使用しますが、日常生活での基本的英会話を中心に学びます。また修了後には、

学びの成果を地域で活用し、実践することを目指します。 

回 日程 内 容 講師(敬称略) 

1 ４月 16 日（土） オリエンテーション 
講座リーダー、スタッ

フ 

※ ４月 23 日（土） 入学式、ガイダンス、協働のまちづくり ※ 

狭山市長 

小谷野 剛 

さやま市民大学学長 

小山 周三 

2 ５月 14 日（土） Introductions. 
文理佐藤学園講師 

Michael Cormack 

3 21 日（土） Would you like chicken or fish? 〃 

4 28 日（土） Can I have your passport, please? 〃 

5 ６月 ４日（土） My mother has her own business. 〃 

6 11 日（土） Can I check my email? 〃 

7 ７月 ２日（土） Are you ready to order? 〃 

8 ９日（土） Where's the station? 〃 

9 16 日（土） Can I use my card in this ATM?  

10 23 日（土） Do you have a non-smoking room? 〃 

11 30 日（土） 協働とまちづくり、市民活動の組織とマネージメンﾄ 
SSVC センター長 

諸井 寿夫 

12 ９月 10 日（土） How was your summer vacation? 
文理佐藤学園講師 

Michael Cormack 

13 17 日（土） I have a stomachache. 〃 
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※ 入学式は自由参加とします。 

※ 都合により日程・講座内容を変更することがあります。 

※ Michael Cormack 先生の授業は、全て英語で行われます。 

 

◆ 申込み方法は、本募集案内３～４ページの 

「03 平成２８年度募集要項」をご覧ください。 

◆ 英会話講座に関する問合せ先は、 

諸井（０９０－２２０６－３４５７）まで。 

回 日程 内 容 講師（敬称略） 

14 ９月 24 日（土） I'm from Japan. 
文理佐藤学園講師 

Michael Cormack 

15 10 月１日（土） What time does it start? 〃 

16 ８日（土） Have you been to the islands? 〃 

17 15 日（土） I really like rugby! 〃 

18 29 日（土） Where should we meet? 〃 

19 11 月５日（土） How about 400 baht for two? 〃 

20 12 日（土） I'd like to send this to Japan, please. 〃 

21 19 日（土） We're staying five more days. 〃 

22 26 日（土） I lost my bag!. 〃 

23 12 月３日（土） Which bus goes to the airport? 〃 

24 10 日（土） What did you like the best? 〃 

25 17 日（土） 日本のおもてなしの事例（特徴、観光スポットなど） SSVC 講師 

26 １月 21 日（土） 中学生英語支援の基本（基礎的な英文法の確認など） 〃 

27 28 日（土） Presentation. 
文理佐藤学園講師 

Michael Cormack 

主催：狭山市学校支援ボランティアセンター（SSVC） 


