
気軽に楽しむ英会話

日本を伝える英会話
外国人が知りたい日本文化、習慣、マナー、食を題材として、分かり
やすく簡潔に説明できるよう、テキストを使って様々な英語表現を
学びます。江東区の有名スポットも取り入れます。

●対象レベル／英検3級～準2級程度・TOEIC®400点～520点程度
●受講料・教材費／20,000円・4,300円 ●定員／20名

「聴く」「話す」に焦点をあて日常よく使われる表現や語彙を学び、
楽しくスムーズに英会話ができるよう、会話のプロセスを理解し
ます。

●対象レベル／英検4級～準2級程度・TOEIC®350点～500点程度
●受講料・教材費／20,000円・3,900円 ●定員／20名

コミュニケーション英会話

毎回一つのトピックを取り上げ、海外からの訪問客に対し、日本の
情報を積極的に英語で発信する自信をつけていきます。

●対象レベル／英検3級～準2級程度・TOEIC®400点～500点程度
●受講料・教材費／30,000円・600円 ●定員／15名

1回120分･後期17回

はじめて英会話を学ぶ方から、総合的な英語力を
高めたい方、テーマにあわせて学びたい方まで、
あなたの希望に合ったクラスを選ぶことができます！

英会話英会話英会話英会話Information of the English conversation

お近くの文化センターで気軽にはじめませんか？

Information of the English conversation
講座のご案内講座のご案内

はじめての英会話

基礎英会話

中級英会話

プレディスカッション

ディスカッション

英会話をはじめて学習する方向けの初歩クラス。授業は複数の日本
人講師が行います。楽しみながら英会話の基礎を学びます。

●対象レベル／英検5級～4級程度
●受講料・教材費／13,600円・3,400円 ●定員／20名

自己紹介や過去の出来事、近い将来の予定など、日常生活で交わす
簡単な会話が無理なくできるよう学びます。

●対象レベル／英検4級～3級程度・TOEIC®330点～450点程度
●受講料・教材費／20,000円・4,300円 ●定員／20名

仕事、学校、娯楽など標準的な話し方を通して、主要な点を理解し
ます。身近なことや個人的に関心のある話題について、筋の通った
表現力を身に付けます。

●対象レベル／英検準2級～2級程度・TOEIC®450点～570点程度
●受講料・教材費／23,000円・4,300円 ●定員／15名

時事問題を題材に、多種多様な英語表現を学び、高度なコミュニ
ケーション能力を身に付けます。

●対象レベル／英検2級以上・TOEIC®550点以上
●受講料・教材費／23,000円・400円 ●定員／15名

1回90分･後期16回

日常会話でよく使われる表現を学び、表現の幅を広げていきます。
また基礎文法を洗い直し、正確な英語の習得を目指します。

●対象レベル／英検3級～準2級程度・TOEIC®400点～520点程度
●受講料・教材費／20,000円・4,300円 ●定員／20名

5段階のクラスを設定。「聴く」「読む」「書く」の要素を取り入れた

総合英会話コースです。

クラス
紹介クラス
紹介

check1

お近くの文化センターで気軽にはじめませんか？

さまざまなテーマ設定で、楽しみながら英会話に親しめるコースです。

英文記事などから最新のトピックを取り上げ、単語や表現を覚え、
文法を確認していきます。そこから会話力へつなぐための練習も
行い、スキルの向上を目指します。

●対象レベル／英検2級～準1級程度・TOEIC®500点以上
●受講料・教材費／30,000円・1,600円 ●定員／15名

NEWSで学ぶ英会話 1回120分･後期17回

海外でも日本でも役立つ、旅行中の様々な場面での英会話を、複数
の日本人講師から楽しく学びます。

●対象レベル／英検4級～3級程度・TOEIC®350点～450点程度
●受講料・教材費／17,000円・3,100円 ●定員／20名

トラベル英会話 1回90分･後期16回

コースやレベルに合った講師陣が、あなたをお待ちしています。

講師委託先はこちらです。講師
紹介

check2
各クラスの授業内容を紹介するガイダンスを実施いたします（任意参加・無料）。 詳細は裏面へ

2021年度 後期クラス

10/19  (火) ～開講

聴く・話す・読む・書くの全てに「よく効く」トレーニングのクラスです。
フォニックスの手法を用いた発音トレーニングを通して、アルファべット
ひとつひとつの「本当の音」をしっかり学びます。教材にはオリジナル
CDも付属しており、自宅での学習も可能です。

※本講座は半期講座です。

●対象レベル／英検3級以上・TOEIC®400点以上

●受講料・教材費／１８,０00円・４,２４０円 ●定員／20名

発音トレーニング 1回120分･全1０回

1回90分･後期16回

1回90分･後期16回

1回90分･後期16回

1回90分･後期16回

1回90分･後期16回

1回90分･後期16回

※受講料・教材費は半期 ( 後期 ) 分です。
※本講座は1年コースのため、補充募集・途中入講となります。
　　　　の表記がある講座のみ、新規募集（半期コース）です。
　継続状況により募集を行わないクラスもあります。募集人数の詳細はガイダンスで配布する資料をご覧いただくか、
　直接各施設までお問い合わせください。また、会場収容人数の都合により、一部定員が表記と異なる場合がございます。

NEW

※対象は中学生を除く15歳以上です。

NEW

◆江東区英語会話力認定者協会(ESVA)所属日本人講師
担当：はじめての英会話、トラベル英会話

◆一般財団法人英語教育協議会(ELEC)所属ネイティブ・スピーカー外国人講師
担当：基礎~ディスカッション、日本を伝える英会話、コミュニケーション英会話

◆ディラ国際語学アカデミー(DILA)所属日本人講師、ネイティブ・スピーカー外国人講師
担当：気軽に楽しむ英会話、NEWSで学ぶ英会話、発音トレーニング

ESVA 講師
ELEC 講師

DILA 講師



公益財団法人江東区文化コミュニティ財団　江東区文化センター発行

【受付時間】9:00 ～ 21:00　【休館日】○第１･３月曜日、●第２･４月曜日 ※ただし祝日の場合は開館

〒136-0071 江東区亀戸 2-19-1 カメリアプラザ 5F

TEL.03-3644-8111　FAX.03-3646-8369　〒135-0016 江東区東陽 4-11-3

●カナルこうとう会員本人と配偶者の方に、受講料の補助制度があります。
詳しくは江東区勤労者福祉サービスセンター（カナルこうとう）へお問合せください。TEL.03-3699-5101

TEL.03-3644-8111  FAX.03-3646-8369  
〒135-0016 江東区東陽 4-11-3

江東区文化センター 森下文化センター TEL.03-5600-8666  FAX.03-5600-8677 
〒135-0004 江東区森下 3-12-17

TEL.03-3536-5061  FAX.03-5560-0505 
〒135-0061 江東区豊洲 2-2-18 シビックセンター 8F豊洲文化センター 古石場文化センター

TEL.03-5620-0224  FAX.03-5620-0258 
〒135-0045 江東区古石場 2-13-2

TEL.03-5626-2121  FAX.03-5626-2120亀戸文化センター 東大島文化センター
TEL.03-3681-6331  FAX.03-3636-5825  
〒136-0072 江東区大島 8-33-9

TEL.03-3637-2261  FAX.03-3683-0507
〒136-0072 江東区大島 4-5-1

総合区民センター 砂町文化センター TEL.03-3640-1751 FAX.03-5606-5930
〒136-0073 江東区北砂 5-1-7

お申込み・お問合せ

会場も時間帯もご自身の

ご都合に合わせてお選び

いただけます。

8 館
38 クラ

ス
check3

クラス

はじめての英会話

基礎英会話

中級英会話

日本を伝える英会話

プレディスカッション

ディスカッション

コミュニケーション英会話

水曜日火曜日 木曜日 金曜日 土曜日 レッスン時間

砂　町･午前③

NEWSで学ぶ英会話

ータンセ化文区東江＝」町陽東「 ※
ータンセ民区合総＝」島大西「 ※

①   9:00 ～ 10:30

②10:00 ～ 12:00

③10:30 ～ 12:00

④10:40 ～ 12:10

⑤13:30 ～ 15:00

⑥14:00 ～ 15:30

⑦18:00 ～ 20:00

⑧18:30 ～ 20:00

砂　町･午前③
古石場･夜間⑧

砂　町･午後⑥

東陽町･午前③

森　下･午前③
豊　洲･午後⑤

豊　洲･午前①
豊洲･夜間⑧A/B
西大島･夜間⑧

古石場･夜間⑧

豊　洲･午前④

東陽町･夜間⑦

東陽町･夜間⑦

森　下･夜間⑧

東大島･午前③

古石場･午前③
亀　戸･午前③
砂　町･夜間⑧

西大島･午前③

古石場･午前③
森　下･夜間⑧

森　下･午前③
豊　洲･午前③
古石場･夜間⑧

砂　町･午前③
東大島･夜間⑧

亀　戸･夜間⑧

古石場･午前③
森　下･夜間⑧

豊　洲･夜間⑧

トラベル英会話

東大島･夜間⑧

東陽町･午前②

発音トレーニング

東大島･午前③
砂　町･夜間⑧

 
亀　戸･夜間⑧

森　下･午前③

気軽に楽しむ英会話

下記いずれかの方法で、「英会話講座希望クラス申込書」を区内各文化センターまたは
総合区民センターへご提出ください。英会話

講座

   申込
方法

check4

どのクラスに申込んで良いかわからない方
授業内容の説明を聴きたい方

既に申込むクラスが決まっている方

まずはガイダンス（説明会）にご参加ください

下記の日程および会場でガイダンスを実施します。ELEC担当者が

各クラスのレベルや授業の進め方などを説明します。テストは行い

ません。所要時間は1時間程度です。概要を動画でご覧いただけます。

「英会話講座希望クラス申込書」を直接ご提出ください。
「英会話講座希望クラス申込書」は各文化センター・総合区民センターの窓口または

財団ホームページから入手できます。

 出席ガイダンスNo.（①～⑧）
 氏名・フリガナ
 生まれ年（西暦）・性別
（対象:15歳以上、中学生を除く）
 郵便番号・住所
 電話番号・FAX番号

FAX・はがきの方〈記入例〉

ガイダンス
お申込期間 9/10（金）～ 9/25（土）

ＷＥＢからお申込みをされる際は、「講座検索」メニューから
6桁の【講座番号】を入力すると目的のガイダンスを検索できます。

ＷＥＢの方
https://www.kcf.or.jp/yoyaku/koza/
「江東区文化コミュニティ財団　講座」で検索

【ガイダンス申込方法】
窓口・電話の方  区内いずれかの文化センターまたは総合区民センターへお問い合わせください。

【ガイダンス日程表】
※①～⑧ がガイダンスNo.　※【 】内は、講座番号

クラス申込書
提出期限 9/26（日） 9/30（木）以降、申込書ご提出者全員に、受講クラス決定のお知らせおよび手続きの

ご案内を郵送いたします。※募集定員を超えた場合は抽選を行います。

日  程 開始時間・会場

①10：00
【270359】 

古石場文化センター9/23(木・祝)

総合区民センター（西大島）

豊洲文化センター

江東区文化センター（東陽町）

9/24(金)

9/25(土)

9/26(日)

②14:00
【270360】

③10：00
【270386】 

④18:45
【270387】

⑤14：00
【270329】 

⑥18:45
【270330】

⑦10：00
【270408】 

⑧14:00
【270409】

　　 新型コロナウイルス

　　  感染拡大防止対策

※レッスンは全て講義形式

　 で行います。ペアワーク・

　 グループワークは中止い

　 たします。

※受講の際は必ずマスクの

　 着用をお願いします。

ガイダンスの概要を動画でもご覧いただけます。

ガイダンスのご案内はこちらから


