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令和 5 年度　英語・中国語

外国語会話教室のご案内

※ 当協会では個人情報保護関連規程に基き、業務上収集した個人情報を適切に
    取り扱っています。

◇　開講期間︓ 令和 5 年４月～令和 6 年 3 月 ( 前期／後期の 2 学期制 )　
　　　　　　　　　　　　　　　                             70 分授業（前期 / 後期各 17 回）　

公益財団法人 高槻市都市交流協会（てぃあ）
℡: 072-674-7396
〒569-0067 高槻市桃園町 2-1 総合センター４階

◇　学期途中でも欠員があるクラスでは随時、入室を受け付けます。

◇　受講料︓ １クラス　 前期 / 後期　 各 22,100 円 （教材費別途要） 

◇　申込方法︓　メールに、 ①お名前（ふりがな）、②ご住所、③電話番号、

 　　　  　　　 ④受講希望クラス名を記入し、送信して下さい。

 　　　　　宛先︓tia-contact@takatsuki-intl-assn.or.jp

             　※　上記のメールアドレスからの返信を受け取れるようにしてください。
                ※　２クラス受講したい場合は上記①～③に加え、「２クラス受講希望」と明記し、
　　　　　　　　　　　 ④受講希望クラスを２つ記入して下さい。

◇　申込期間︓ 期間 ３月 ３日（金）～ 3 月 28 日（火） （申込多数時抽選）　

◇　定員︓各クラス 12 名

◇　受講資格︓高槻市内在住・通勤・通学で 18 歳以上の方

協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

スマホからお申込

http://www.takatsuki-intl-assn.or.jp/

◇　授業日程は当協会ホームページの「授業日程表」にて、ご確認下さい。

※令和４年度賛助会員の方は優先申込制度があります。（３月３日～ 10 日︓申込多数時抽選）

賛助会員割引受講料 :　１クラス  前期 / 後期　 各 18,700 円
　　　　新年度の会員申込のうえ、20,700 円を、お振込み下さい。
　　　　 （年会費 2,000 円 + 前期分割引受講料 18,700 円＝20,700 円）

◇　開講場所︓高槻市役所 総合センター４階 会議室



◇ 休講及び補講について︓当協会の判断や講師都合により休講する場合は「予備
日」に補講を行います。「予備日」はあらかじめ「授業日程表」でお知らせしますので、
補講を欠席されても受講料の返金はありません。また、当協会「休講について ( 規程）」
で定める気象警報等の発令による休講等の場合、補講及び返金はありません。

◇ キャンセル・退室︓前期・後期それぞれの初回授業日 1 週間前まで ( 前週の同
じ曜日まで ) に受講キャンセルのご連絡を頂いた場合、お支払済みの受講料は全額
返金、各期 17 回の授業のうち８回目の授業までに受講をやめる場合、半額を返金
します。( 事前に連絡してください ) それ以降、受講をやめる場合、返金はありません。

◇ クラスのレベル︓自分のレベルに合ったクラスを受講して下さい。授業内容が
簡単すぎたり難しすぎると、充分な学習効果が得られません。レベルが合わないと
思われる方には、講師と相談の上、クラス変更をご提案する場合がございます。

◇ 開講の中止︓開講時の受講者人数が基準に満たない場合、当該クラスの開講を
中止させて頂くことがあります。

◇ 授業撮影︓授業風景等を撮影し、広報紙や当協会のホームページ等に使用する
場合があります。写真掲載を希望されない方は、事務室までお申し出下さい。

◇ 講師の変更︓やむを得ない事情により、講師の変更がある場合がございます。

【重要なお知らせ】お申込前に必ずお読みください
【重要】対面式の授業を予定していますが、新型コロナ感染状況等によっては、
          やむを得ず一定期間、Zoom の授業に切り替える場合があります。

感染防止の取り組み

国・大阪府、業種別ガイドラインにならい、適切な感染対策を行っています。受講生の皆様にも、感染症
対策についてご協力をお願いいたします。
・状況に応じて使用する機器︓CO2 センサー、サーキュレーター、加湿器、非接触型体温計、アクリル板

当協会では各種教室の他、姉妹都市交流事業や国際・子ども体験交流等の事業を行っています。
ぜひ賛助会員にご加入頂き、ご支援をお願い致します。
賛助会員になると、教室・イベント等の優先申込や受講料割引等の特典があります。賛助会員は
年度ごとの更新になります。

賛助会員加入のお願い

賛助会費 (1 口 )　　個人会員　2,000 円、団体会員　5,000 円、　法人会員　20,000 円



Advanced English

Detective Stories
- 英語で推理 -

実際に使われている会話や文章を通して英語の４技能を学びます。

事件の真相を楽しく推理しながら総合的な英語力が自然に身につきます。

Enjoy１

クラス名

Enjoy 2

楽しく英語を学びます。入門から次のステップへ︕

「楽しく学ぶ英会話︕」一番人気のクラスです。初級程度以上の方向け。

Conversation 1

Conversation 2

「話す」力を伸ばすクラスです。初級程度以上の方向け。

中級以上の方向けの、「話す」力を伸ばすクラスです。

もう一度 English
（入門） 英語を学び直したい方に。ネイティブの先生は日本語も話せるから安心。

中国語を初めて習う方向け。独学では習得が難しい中国語の発音、また
ピンイン等、基礎から一歩ずつ丁寧に学びます。

中国語１修了者向け。初級から中級の橋渡しとなるクラスです。

「中国の今」について学び、意見を交換しながら中国語を学びます。

中国と日本の文化の違い等を学びながら中国語を身に着けます。

月

火

水

木

金

１限 ２限 ３限 ４限
9:30~10:40 10:55~12:05 13:05~14:15 14:30~15:40

Enjoy 2

Enjoy 2

Enjoy 2

Enjoy 2

Conversation 2 Conversation 1

Enjoy 1

Advanced English

Advanced English

もう一度English 
              (入門)

中国語 1（入門） 中国語 中上級        中国語 3
－ことばと文化中国語２

中国語 中上級 Detective Stories
- 英語で推理 -

内　　　　　　　容 対象レベル

中国語 1 （入門）

中国語 ２

中国語 中上級

中国語３
- ことばと文化

入門

入門～初級

入門～
英検４級

初中級

中上級

中級

英検３級～
準２級

英検３級～
準２級

英検 2 級程度

英検 2 級～

英検３級～
準２級

※ 都合により変更する場合があります。

クラス案内

時間割

※ 英検はあくまでもレベルの目安です。申込や受講に英検資格が必要ということではありません。

デニース先生

デニース先生 デニース先生

デニース先生 デニース先生

トム先生 トム先生 トム先生

トム先生 トム先生 トム先生

陳先生 陳先生 陳先生渋谷先生

渋谷先生



テキストについて

テキスト・リスト

在庫が無い場合は、お求めのテキスト名、出版社名、ISBN 番号を伝え、ご注文下さい。注文してから入荷
まで１週間～１か月以上かかる場合があります。洋書を取り扱わない書店もありますので、ご注意下さい。

Conversation2:  Speak Now Level4 Student Book with Online Practice 　　 
 ISBN 番号 : 9780194030410       出版社 :Oxford Universiy Press  ￥3,388 （税込）

Conversation1: Speak Now Level2 Student Book with Online Practice  　 
 ISBN 番号︓9780194030168        出版社 :Oxford Universiy Press  ￥3,388 （税込）

Enjoy1: American Headway, 3rd Edition, Level1, Student Book with Oxford Online Skills 
 ISBN 番号 : 9780194725651          出版社 :Oxford Universiy Press   ¥3,630（税込）

Enjoy2: Headway,5th edition,Pre-intermediate, Student's Book with Online Practice
 ISBN 番号︓9780194527699　　    出版社 :Oxford Universiy Press    ¥3,630（税込）

もう一度 English( 入門 ): 
 American Headway, 3rd Edition, Starter, Student Book with Oxford Online Skills
 ISBN 番号 : 9780194725422    　　出版社 :Oxford Universiy Press   ¥3,630（税込）

Advanced English: Touchstone Level ４, Second Edition, Student's Book 
 ISBN 番号 : 9781107680432　       出版社 :Cambridge University Press ￥3,465（税込）

中国語１( 入門 ): 「中国語はじめの一歩」     出版社 : 白水社
   ISBN 番号 : 9784560069257     ¥2,420（税込）

中国語２: 「中国語つぎへの一歩」     出版社 : 白水社 
   ISBN 番号 : 9784560069233     ¥2,420（税込）

中国語　中上級 : 「時事中国語の教科書　2023 年度版」CD 付  出版社 : 朝日出版社 
   ISBN 番号 : 9784255453736　               ¥2,090（税込）

中国語 3 ーことばと文化 :  「ことばと文化 “一挙両得” 中級中国語」 出版社︓朝日出版社 
   ISBN 番号︓9784255452890     ¥2,420（税込）

下記のとおり、クラスごとにテキスト（教材）が決まっていますので、あらかじめ書店やオンライン書店
等でお買い求めのうえ受講して下さい。洋書については、令和５年 2 月時点の定価を記載しています。

Detective Stories - 英語で推理 -︓CRIME NEVER PAYS　　
 ISBN 番号︓9784863122444 　　 出版社︓センゲージ ラーニング株式会社  ￥2,200 （税込）

注文を確定する前にテキスト名、出版社名、ISBN 番号を必ずご確認下さい。定価より高い価格だったり、
送料等の費用が別途かかる場合もありますので、ご注意下さい。

書 店 で 購 入  

オンライン書店で購入


