
受講期間：　令和４年５月１６日の週～令和４年７月下旬頃まで　（毎週１回、全１０回）

受講期間：　令和４年４月１８日の週～令和４年６月下旬頃まで　（毎週１回、全１０回）

　別府校 各クラス１０名/ホルト校 各クラス１５名まで　（要予約、先着順）　

　＜開講教室＞　①別府校 ⇒ 前期と後期、通年でのプログラムになりますが、お申込みは半期ごとに必要となります。

曜日 メモ

木曜日
　　講師：　メグ　（モンゴル）
英会話の基本を学び、少しずつ英語で話す事、聞くことに慣れていく。 　※対象：中学生以上

火曜日
　　講師：　トゥイ　（ベトナム）
基本的な日常英会話の習得、会話のキャッチボールができるようになることを目指す。

水曜日
　　講師：　マリア　（インド）
基本文法を理解している方向け。コミュニケーション力、表現力の向上を目指す。

月曜日
　　講師：　ツ　（中国）
中国語の基本からスタート。発音・文法・簡単な会話を学んでいく。

水曜日
　　講師：リン・コウシン　（中国）
中国語の基本文法を活用しながら、会話力のレベルアップを目指す。

月曜日
　　講師：　イ・ヘリ　（韓国）
前期では読み・書き・発音。後期からは簡単な文法を取り入れ会話に慣れていく。

火曜日
　　講師：　アン・ヒョギョン　（韓国）
基本文法を学び、会話のキャッチボールが出来るようになることを目指す。

木曜日
　　講師：　キム・ジウ　（韓国）
基本文法をすでに理解している方向け。コミュニケーション力の向上を目指す。

　＜開講教室＞　②ホルトホール大分校 ⇒授業構成は、半期完結です。

曜日 メモ

水曜日
　　講師：　KC　（ネパール）　　初級レベル。
基本的な中学レベルの文法を理解している人向け。英語で会話をすることに慣れるクラ
ス。

水曜日
　　講師：　ミーム　（バングラデシュ）　初級～中級レベル。
旅行で使える英会話を学ぶ。

火曜日
　　講師：　ミシェル　（インド）　　　　　　中級～上級レベル。
ビジネスシーンで使える英会話を学ぶ。

木曜日
　　講師：　ダリアス　（イギリス）　入門レベル。
英会話の基本を学び、簡単な会話のキャッチボールを練習する。 ※対象：中学生以上

中
国
語

水曜日
　　講師：　トウ　（中国）　　　　初級～中級レベル
様々な場面を想定して、コミュニケーションのスキルアップを目指す。

水曜日
　　講師：　ジョー・ソヨン　（韓国）　　　　　　　初級レベル。
会話を中心に学びます。ハングルの読み・書き・簡単な文法を理解している方向け。

木曜日
　　講師：　アン・ヒョギョン　（韓国）　初級～中級レベル。
韓国旅行がより楽しくなる会話の表現を、韓国文化とともに学ぶ。

タ
イ
語

火曜日
　　講師：　パッタモン　（タイ）
タイ文字、発音、簡単なあいさつなどを一から学んでいく。

水曜日
　　講師：　カリン　（エクアドル）
スペイン語の基本的な文法や単語を学んでいく。

木曜日
　　講師：　カリン　（エクアドル）
基本文法を理解している方向け。コミュニケーション力、表現力の向上を目指す。

ス
ペ
イ
ン
語

スペイン語初級
１９：００～２０：３０

４月２０日ｽﾀｰﾄ全1０回

スペイン語初中級
１９：００～２０：３０

４月２１日ｽﾀｰﾄ全1０回

やさしい英会話
１９：００～２０：３０

４月２１日ｽﾀｰﾄ全１０回

中国語会話
１９：００～２０：３０

４月２０日ｽﾀｰﾄ全1０回

タイ語入門
１９：００～２０：３０

４月１９日ｽﾀｰﾄ全1０回

韓
国
語

韓国語でしゃべろう
１５：００～１６：３０

４月２０日ｽﾀｰﾄ全1０回

トラベル韓国語
１９：００～２０：３０

４月２１日ｽﾀｰﾄ全1０回

韓国語　初中級
１９：００～２０：３０

５月１９日ｽﾀｰﾄ全１０回

クラス 時間等

英
語

英語でしゃべろう
１３：００～１４：３０

４月２０日ｽﾀｰﾄ全１０回

トラベル英会話
１９：００～２０：３０

４月２０日ｽﾀｰﾄ全１０回

ビジネス英会話

韓
国
語

韓国語　入門
１９：００～２０：３０

５月１６日ｽﾀｰﾄ全１０回

韓国語　初級
１９：００～２０：３０

５月１７日ｽﾀｰﾄ全１０回

１９：００～２０：３０
４月１９日ｽﾀｰﾄ全１０回

中
国
語

中国語　入門
１９：００～２０：３０

５月１６日ｽﾀｰﾄ全１０回

中国語　初級
１９：００～２０：３０

５月１８日ｽﾀｰﾄ全１０回

英
語

英会話　入門
１９：００～２０：３０

５月１９日ｽﾀｰﾄ全１０回

英会話　初級
１９：００～２０：３０

５月１７日ｽﾀｰﾄ全１０回

英会話　中級
１９：００～２０：３０

５月１８日ｽﾀｰﾄ全１０回

受 講 料 ：

・受講料　（各クラス）　１０，０００円（全１０回）　一括納入。第１回目の授業の際に、ご持参下さい。
　※回数制ではございませんので、分割はお断りしております。
・第２回目の授業までにご入金のない場合は受講辞退とさせて頂く事がありますのでご了承下さい。
・開講後に、生徒様都合により受講を中止された場合の返金はございません。（クラス変更は応相談）

そ の 他 ：
　別府校は駐車場あり。ホルトホール大分校は契約駐車場はありません。最寄りの有料駐車場をご利用ください。

　全クラスとも、初回授業は体験可能（要予約）です。お気軽にお問合せ下さい。
　ご受講時は、コロナウィルス感染対策にご協力をお願いいたします。

クラス 時間等

会場：　大分市金池町南１丁目５番１号　J:COM ホルトホール大分２階 会議室等

募集人数  ：

申込み
お問合せ先 ：

　お電話・FAX・E-mailにて
【大学コンソーシアムおおいた】

電話：０９７－５７８－７４００ / ＦＡＸ：０９７－５７８－７４０１
電話対応：休館日（第2、第4月曜）を除く、月～金の１０：００～１８：００

＜ホルトホール校＞

　NPO法人大学コンソーシアムおおいたでは、留学生を講師とする語学教室を開講します。県民の皆様の「学び」と、留学生による
「地域交流、国際交流」を目的としています。お気軽にお申込み、お問い合わせください。

＜別府校＞

会場：　別府市公会堂　（別府市上田の湯町6-37）

※ピンイン、基本文法を

理解している方向け

※ハングルの読み書きを

理解している方向け

3月9日（火）

10時から

受付開始。
※受付日前の
お申し込みは

受付けません。

留学生が教える語学教室（2022年度 前期）開講のご案内

※公会堂の改修

工事に伴い開始時期が

通常と変更となります

コロナの感染状況、大学の授業編成、講師の就活事情など、やむを得ない事情により、授業スケジュールや講師が
途中で変更となる可能性もございます。ご了承の上お申し込みください。



ふりがな

名前

住所
　　〒

電話
（自宅）

（携帯）

FAX

メールアドレス

　　※　緊急連絡の不達を避けるため、ドメイン指定をされている方は、info@ucon-oita.jpからのメールが受信できるように

　　　　必ず設定変更をお願い致します。

　　※　記入していただいたデータは、語学教室の連絡等に使用し、その他の事には使用致しません。

＜受講クラス＞　正式に受講を希望するクラス欄に○を、決定前に体験をご希望される方はそちらの欄に○を記入してください。

①　別府校

言語
正式

受講希望

初回

体験希望
クラス 曜日

入門 木曜日

初級 火曜日

中級 水曜日

入門 月曜日

初級 水曜日

入門 月曜日

初級 火曜日

初中級 木曜日

②　ホルトホール校

言語 正式

受講希望

初回

体験希望
クラス 曜日

英語でしゃべろう 水曜日

トラベル 水曜日

ビジネス 火曜日

やさしい英会話 木曜日

中国語 中国語会話 水曜日

韓国語でしゃべろう 水曜日

トラベル 木曜日

タイ語 入門 火曜日

初級 水曜日

初中級 木曜日

お電話番号
電話連絡

希望時間帯

　※記載のない方は、この申込書の受領をもって受付とさせて頂きます。キャンセル待ちの場合は、こちらからご連絡致します。

１９：００～２０：３０ ４月１９日スタート

１９：００～２０：３０ ４月２１日スタート

１９：００～２０：３０ ４月２０日スタート

英語

中国語

韓国語

英語

韓国語

電話またはメールでの申込み結果連絡を　□希望する　　　　　　　□希望しない

□10：00-12：00　　□12：00-13：00
□13：00-15：00　　□15：00-17：00

　※注意事項
●キャンセル待ちの方もいらっしゃいますので、恐れ入りますがお申込予約後のキャンセルはお早めにご連絡下さい。
●この申込書は、予約用であり、受講料納入をもって正式に受講確定といたします。

●受講料は、各クラス１０，０００円、一括納入です。第１回目の授業の際に持参下さい。※分割はお断りしております。

●第１回目の授業は早めにお越しいただき、受付手続きをお済ませ下さるようご協力お願いします。

●第１回目の授業を欠席される場合は必ず事務局までご連絡下さい。

●第２回目の授業までにご入金のない場合は受講辞退とさせていただくことがあります。

●開講後に、生徒様都合により受講を中止された場合の返金はございません。　（クラス変更は応相談）

１５：００～１６：３０ ４月２０日スタート

１９：００～２０：３０ ４月２１日スタート

１９：００～２０：３０ ４月１９日スタート

スペイン語
１９：００～２０：３０ ４月２０日スタート

１９：００～２０：３０ ４月２１日スタート

１９：００～２０：３０ ４月２０日スタート

１９：００～２０：３０ ５月１６日スタート

１９：００～２０：３０ ５月１７日スタート

１９：００～２０：３０ ５月１９日スタート

時間 クラス開始日

１３：００～１４：３０ ４月２０日スタート

１９：００～２０：３０ ５月１８日スタート

１９：００～２０：３０ ５月１６日スタート

１９：００～２０：３０ ５月１８日スタート

時間 クラス開始日

１９：００～２０：３０ ５月１９日スタート

１９：００～２０：３０ ５月１７日スタート

※急な休講などの際に、事務局からご連絡をさ

せていただきます。

大学コンソーシアムおおいた

留学生が教える語学教室　申込書　
2022年前期　開講

※急な休講などの際に、事務局からご連絡をさ

せていただきます。

お申込日　 　　　年　 　　月　　　 日


