
日時：　 　　木曜日　10:00〜11:30（90分）  全8回	

	 	6月8日、15日、22日、29日、	

	 	7月6日、13日、20日、27日 	   	

受講料 ： 	7,000円　（会員料金5,000円）	

教材： 	無料（プリントを配布）	

レベル： 	目安として上記の英文を理解出来る程度	

講師 　 ：   	Susan Chong先生（簡単な日本語可）	

英語でおもてなし
外国人観光客の質問に答えられる様になりたい、ホストファミリーをやってみた

い、という方のための講座です。You will learn how to communicate in 

English with foreigners visiting/living in Japan in this course. This is a 

great course for you if you are interested in assisting foreigners, 

hosting international students, and so on. 	

◆お申込み方法

　電話（048-813-8500）、メール（iec@stib.jp）、

　または国際交流センター窓口にて以下の項目をお知らせください。

　※さいたま市に在住、在勤、在学の方が優先となります。

　　①  講座名　「英語でおもてなし」　

　　②  名前（ふりがな）

　　③  日中に連絡の取れる電話番号・携帯番号

　　④  メールアドレス

　　⑤  市内在住の方：お住まいの区

　　  　市外在住で市内に在勤・在学の方：勤務地が所在する区、

　　　  または学校名

◆申込先・会場

　さいたま市浦和区東高砂町11－1　コムナーレ９階　　国際交流センター（JR浦和駅東口　浦和パルコ上）

　Tel:　048-813-8500  　Fax:  　048-887-1505　E-mail:  　iec@stib.jp

◆応募締切

　平成２９年６月1日（木）17:00まで

　※先着順のため、定員になり次第、

　　募集を終了いたします。

　※受講料は開講初日のお支払いと

　　なります。

◆定員    　　	  
　18名（最低催行人数10名）

      ※お申し込みは先着順になります。



◇注意事項◇

Ø 受講料は開講初日に徴収します。欠席や途中解約の場合も返金はいたしません。

Ø 会員料金の適用には平成２９年度の年会費（2,000円）のお支払いが必要となります。

Ø 天候、交通機関、講師の体調などの事情により、やむを得ず休講となる場合があります。休講の

　場合は、原則として補講を行います。

Ø 乳幼児をお連れの受講はご遠慮ください。
Ø 申込人数が10名に満たなかった場合は締切後（６月１日以降）に事務局からご連絡いたしますので

　  申込時に日中に連絡の取れる電話番号をお教えください。

Ø メールでのお申し込みの場合、受信後2営業日以内に返信させて頂きます。返信が無い場合はお手数で

すがもう一度送信していただくかお電話にてお問い合わせください。

【問合せ先・講座会場】（公社）さいたま観光国際協会　国際交流センター　担当：市川

さいたま市浦和区東高砂町11−1　コムナーレ9階　（JR浦和駅東口　浦和パルコ上）　

Tel:048-813-8500  　Fax:  048-887-1505　E-mail:  iec@stib.jp

	

　	 テーマ	 内容	

1	
　Arrival	  
　お出迎えに使える会話	

　Basic	  and	  useful	  language	  
　•	  greet	  and	  welcome	  people	  
　•	  Introduce	  someone	  ,	  start	  a	  conversa9on	

2	
　My	  life	  
　自分や家族の紹介	

　•	  Give	  basic	  informa9on	  about	  yourself/family	  
　•	  ask	  for	  and	  give	  personal	  details	

3	
　Travel	  
　観光地の紹介	

　•	  write	  simple	  holiday	  email	  
　•	  ask	  for	  or	  give	  tourist	  informa9on	

4	
　In	  town	  
　街での会話	

　•	  order	  food	  in	  café	  or	  coffee	  shop	  
　•	  ask	  about	  things	  and	  make	  simple	  transac9ons	

5	
　Places	  
　場所の説明	

　•	  give	  simple	  descrip9on	  of	  place	  
　•	  ask	  about	  a	  new	  town	  and	  where	  important	  places	  are	

6	

　People	  
　好き嫌いを伝える	  

　初対面の人との会話	

　•	  say	  what	  you	  like	  and	  don't	  like	  
　•	  start	  and	  con9nue	  a	  conversa9on	  with	  someone	  you	  
　don't	  know	  
　•	  talk	  about	  the	  rou9nes	  of	  people	  you	  know	

7	
　Leisure	  
　レストランの予約、注文	

　•	  explain	  why	  you	  want	  to	  do	  something	  
　•	  say	  things	  you	  possess	  
　•	  suggest	  a	  restaurant,	  book	  a	  restaurant,	  order	  food	

8	
　TO	  BE	  Finalised	  
　まとめ。質疑応答	

　•	  Review	  of	  the	  first	  7	  weeks	  
　•	  Open	  topics	  to	  be	  based	  on	  students’	  sugges9ons	  if	  any	

講座内容（予定）	

※　内容は変更になることがあります。	


