
　クラス名の見方＝(日付、V、時間、講師名、教室)
例：8月1日、2時間目、佐藤オルガ先生、第一教室＝(１V２佐①)

※定員は第一教室１４名、第二教室９名です。お申込みは先着順となります。（クラス名の、①＝第一教室、②＝第二教室）

開講日 曜日 時間 クラス名 講師 テーマ クラス内容

8月1日 月 11：15～12：45 １Ｖ２佐① 佐藤オルガ ”形容詞”徹底攻略！
入門クラスの方向け、形容詞の用法習得クラスです。名詞の性数に合わせたり、付ける位置によって意味が変わったり、日本人にとってはちょっと”厄介な”形容詞の用法を演

習問題で攻略しましょう！

8月2日 火 11：15～12：45 ２Ｖ２菊① ドゥルセ菊池
文化の違いを楽しもう

【スペイン語で語るクラス】

特定のテーマについて、スペイン語圏と日本の違いについて自由に話しましょう♪先生からスペイン語圏の情報を聞くだけでなく、日本もしくは日本の中でも地方による違

いなど自分が知っている事を語り合うことで、お互いの理解を深め、魅力を再発見しましょう。例えば「待ち合わせ時間」スペイン語圏では「おうちに招待されたら30分遅

れていくのがいい」とされています。時間にルーズだから？いえいえ、ちゃんと理由があるんです。気になった方はぜひクラスにいらして下さい。【スペイン語での講義で

す】

8月3日 水 11：15～12：45 ３Ｖ２菊/カ①
ドゥルセ菊池

カチョ・カルドーソ

アルゼンチンとニカラグア

似ているところ、違うところ【その１】

カチョ先生、ドゥルセ先生がお互いの母国の文化や習慣を比較しながら話ます。いつもの授業では聞けない面白い話が聞けるかも？【その１】では、伝統的なお祝いについ

て(結婚式・誕生日・母の日・父の日)、音楽について(伝統的な音楽、外国の影響を受けた音楽、お祭りの音楽)取り上げます。【日本語での講義です】【8/18とは異なる内容

です】

8月4日 木 11：15～12：45 ４Ｖ２佐① 佐藤オルガ
スペイン語の名詞の性、

名詞の数の面白い話

日本人が馴染みにくいスペイン語の名詞の性、どうして物に性別があるの？どうしてこの名詞は男性で、この名詞は女性なの？などの素朴な疑問にオルガ先生が答えます。

paraguasなど単複同形の名詞の由来や、最近のジェンダー平等の考え方から生まれた定冠詞としてのloなど名詞の性、数についての面白い話が盛りだくさん。これを聞いた

ら名詞の性、数について納得できるかな？

8月5日 金 13：15～14：45 ５Ｖ３山① 山田るり子
ガウディの建築

～バルセロナ観光を楽しむために～

サグラダファミリアだけじゃない！ガウディによる建築とその時代背景を解説します。これを聞けばバルセロナ観光が楽しくなること間違いなし♪配布資料あります。【オ

ンライン受講対応クラス】【8/21と同じ内容です】

11：15～12：45 ６Ｖ２鈴①
鈴木康久

元メキシコ・レオン総領事

前ニカラグア大使

メキシコの話あれこれ
ユネスコ無形文化遺産にも登録されたタコスやセビーチェなどメキシコ料理やお酒の話から、その他リアルなメキシコの話あれこれを元レオン総領事の視点でじっくり語り

ます。メキシコやその他ラテンアメリカ諸国に興味がある人におすすめ！

【日本語での講義です】

11：15～12：45 ６Ｖ２ぺ② ビクトル・ペレス 線過去形と点過去形の復習 混乱しがちな線過去と点過去の使い分けを、ドリルで演習する事で習得しましょう。

11：15～12：45

13：15～14：45

11：15～12：45 １０Ｖ２カ① カチョ・カルドーソ ”冠詞“の使い方
日本語にはない冠詞の使い方をしっかり身に付けましょう。定冠詞、不定冠詞、中性の定冠詞の使い方やどうして冠詞が付かない名詞があるのかなど、例文をもとに練習し

ていきましょう。直説法・現在形、過去形、未来形まで学習した方が対象です。

11：15～12：45 １０Ｖ２山② 山田るり子 スペイン建築通史
５世紀～20世紀初頭にかけての、スペイン建築史の大まかな流れのご紹介。

知っていると旅行がもっと楽しめる、古代ローマ建築～モデルニスモの特徴と見分け方。配布資料あります。

【オンライン受講対応クラス】【8/18と同じ内容です】

13：15～14：45 １０Ｖ３ぺ① ビクトル・ペレス
漫画のセリフをスペイン語に訳してみよう！

おもしろさが伝わるかな？

日本の新聞４コマ漫画をスペイン語に訳してみよう！

¿Conseguiremos transmitir la gracia del original?面白さが伝わるように訳せるかな？

教材は事前に配布するので、お互いの翻訳を教室で発表してみましょう♪【日本語とスペイン語交えての講義です】

13：15～14：45 １０Ｖ３山② 山田るり子 スペイン語の歴史
ラテン語から現代のスペイン語への変化や、スペインの４つの公用語の理由を解説します。配布資料あります。

【オンライン受講対応クラス】

開講日 曜日 時間 クラス名 講師 テーマ クラス内容

11：15～12：45 １７Ｖ２カ① カチョ・カルドーソ
スペイン語で覚える

中南米のジョーク

ラテン系の人たちは日常生活のいろいろ場面でどんどんジョークを使って、会話を楽しくしています。ジョークの背景となる文化、社会、歴史について触れることで、より

深くスペイン語を知ることができます。

例：A. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua?  アヒルを水に投げ込むとどうなりますか？

　　B. Nada.  （1. 何も起こりません　 2.泳ぐ）

11：15～12：45 １７Ｖ２山② 山田るり子
スペインの古代ローマ建築、

文化、生活の様式

セゴビアの水道橋だけじゃない、古代ローマ遺跡とその時代にまつわるお話。配布資料あります。

【オンライン受講対応クラス】

13：15～14：45 １７Ｖ３山① 山田るり子 使いこなそう“うっかり構文se”
スペイン語独特の表現を学びます。

「私のせいじゃないんだけどな…」「そうしようと思ったわけじゃないんだけどな…」

授業中はモニターを使い解説し、その日のうちにデータにて配信するので、復習に役立つのはもちろん、授業中は聞くことに集中できます。【オンライン受講対応クラス】

11：15～12：45 １８Ｖ２ぺ① ビクトル・ペレス
El curioso mundo de las etimologías

語源の不思議な世界

¿Trabajo significaba (o significa) tortura?　働くことは拷問だった？

スペイン語はラテン語を始めとして、いろいろな言語が由来となっています。

不思議な語源の世界に触れてみましょう♪【日本語とスペイン語交えての講義です】

13：15～14：45 １８Ｖ３菊/カ①
ドゥルセ菊池

カチョ・カルドーソ

アルゼンチンとニカラグア

似ているところ、違うところ【その２】

カチョ先生、ドゥルセ先生がお互いの母国の文化や習慣を比較しながら話ます。いつもの授業では聞けない面白い話が聞けるかも？【その２】では、食文化の違いについて

(家庭料理・レストランの種類)、語彙と表現の違いについて(同じ意味を持つ違う単語・日常の表現や方言)取り上げます。【日本語での講義です】【8/3とは異なる内容で

す】

15：00～16：30 １８Ｖ４山① 山田るり子 接続法キホンの「キ」
接続法とはなんぞや？接続法の用法俯瞰と名詞節の考え方。これから学習する方にも、知識を整理したい方にもおすすめです。

授業中はモニターを使い解説し、その日のうちにデータにて配信するので、復習に役立つのはもちろん、授業中は聞くことに集中できます。【オンライン受講対応クラス】

【8/21と同じ内容です】

19：00～20：30 １８Ｖ６山① 山田るり子 スペイン建築通史
５世紀～20世紀初頭にかけての、スペイン建築史の大まかな流れのご紹介。知っていると旅行がもっと楽しめる、古代ローマ建築～モデルニスモの特徴と見分け方。配布資

料あります。

【オンライン受講対応クラス】【8/10と同じ内容です】

11：15～12：45

13：15～14：45

9：30～11：00 ２１Ｖ１山① 山田るり子 接続法キホンの「キ」

接続法とはなんぞや？接続法の用法俯瞰と名詞節の考え方。

これから学習する方にも、知識を整理したい方にもおすすめです。

授業中はモニターを使い解説し、その日のうちにデータにて配信するので、復習に役立つのはもちろん、授業中は聞くことに集中できます。【オンライン受講対応クラス】

【8/18と同じ内容です】

11：15～12：45 ２１Ｖ２山① 山田るり子
ガウディの建築

～バルセロナ観光を楽しむために～

サグラダファミリアだけじゃない！ガウディによる建築とその時代背景を解説します。これを聞けばバルセロナ観光が楽しくなること間違いなし♪配布資料あります。【オ

ンライン受講対応クラス】【8/5と同じ内容です】

11：15～12：45

13：15～14：45

11：15～12：45 ２２Ｖ２菊② ドゥルセ菊池
文化の違いを楽しもう

【日本語で語るクラス】

特定のテーマについて、スペイン語圏と日本の違いについて自由に話しましょう♪先生からスペイン語圏の情報を聞くだけでなく、日本もしくは日本の中でも地方による違

いなど自分が知っている事を語り合うことで、お互いの理解を深め、魅力を再発見しましょう。例えば「待ち合わせ時間」スペイン語圏では「おうちに招待されたら30分遅

れていくのがいい」とされています。時間にルーズだから？いえいえ、ちゃんと理由があるんです。気になった方はぜひクラスにいらして下さい。【日本語での講義です】

13：15～14：45 ２２Ｖ３菊② ドゥルセ菊池 ラテンアメリカの家庭料理
ラテンアメリカの家庭料理、特にドゥルセ先生の母国ニカラグアの家庭料理を紹介しながら、単語、表現、文化を学ぶクラスです。※実際の調理はいたしません。日本で手

に入る材料(香辛料)で作れるニカラグア家庭料理もご紹介します。

【日本語での講義です】

8月23日 火 11：15～12：45 ２３Ｖ２カ① カチョ・カルドーソ
トリオ・ロス・パンチョスと

ノスタルジックな歌

べサメ・ムーチョ覚えていますか？懐かしい・・・

メンバーは変わっても70年以上もの間人気を維持したトリオ・ロス・パンチョスや、その他の懐かしいラテンヒット曲について、動画や画像を見たり、歌詞を訳したりしな

がら楽しく語り合いましょう♪

11：15～12：45 ２４Ｖ２山① 山田るり子
現在完了・点過去・線過去の

使い分け

長文の中での、現在完了、点過去、線過去の使い分けを演習を通じて学びます。

授業中はモニターを使い解説し、その日のうちにデータにて配信するので、復習に役立つのはもちろん、授業中は聞くことに集中できます。【オンライン受講対応クラス】

11：15～12：45 ２４Ｖ２ぺ② ビクトル・ペレス
España en la época romana

ローマ時代のスペイン
ローマ人のイベリア半島来襲に始まり、ポエニ戦争、西ゴート王国の設立までの歴史をパワーポイントで学びましょう。【スペイン語での講義です】

13：15～14：45 ２４Ｖ３山① 山田るり子 スペインの食文化
時代によるスペインの食の変化や地域ごとの食文化などのご紹介。

【オンライン受講対応クラス】

8月25日 木 9：30～11：00 ２５Ｖ１カ① カチョ・カルドーソ リスニングを改善しましょう
日常生活でよくある話を聞き取れるようになりましょう。例文の音声にでてくる単語の意味を理解して発音の練習をしたり、通常のスピードや少し遅いスピードで聞いてみ

ることで、耳をスペイン語に慣れさせましょう。

13：15～14：45 ２８Ｖ３石①
石塚紀子

ガリシア音楽・ダンス愛好家

日本におけるガリシア文化の第一人者

ガリシアの言葉と文化
サンティアゴ巡礼の終着地、ガリシア地方の公用語ガリシア語とその文化に触れてみませんか。挨拶の表現やスペイン語基礎知識を使ってガリシア語を理解するヒント、そ

して、日々の思いからブラックユーモアまでガリシア人気質があらわれるガリシア音楽についてご紹介します。【日本語での講義です】

15：00～16：30 ２８Ｖ４金①
金塚多佳子

日本カミーノ・デ・サンティアゴ友の会

代表理事

El primer paso

en el Camino de Santiago

“サンティアゴ巡礼の初めの一歩“

サンティアゴ巡礼への一歩は、案ずるより産むが易しです。でもそのためには、十分な準備は必要になります。今回は多くの巡礼者が歩いている「フランス人の道」を中心

に、巡礼路の様子や実際に巡礼の旅に出るためにはどういうことが必要かというご案内をさせて頂きます。【日本語での講義です】

8月24日 水

8月28日 日

接続法の使い方
接続法の様々な使い方をドリルで練習します。

接続法は習ったけどなかなか使いこなせない・・・そんなお悩みをこの徹底練習で解消しましょう！

【2コマ連続】

8月21日 日

ビクトル・ペレス8月19日 金

２２Ｖ２山① 山田るり子 スペイン旅行会話

いつでもスペイン旅行に行けるように、今のうちに旅行で役立つ表現を身に付けましょう♪

個人旅行で必要な、レストラン、ホテル、買い物、空港などでのシーン別の会話を練習します。

授業中はモニターを使い解説し、その日のうちにデータにて配信するので、復習に役立つのはもちろん、授業中は聞くことに集中できます。【2コマ連続】【8/8と同じ内容

です】

8月22日 月

8月18日 木

１９Ｖ２ぺ①

8月10日 水

8月11日～16日はお休みです。

8月17日 水

いつでもスペイン旅行に行けるように、今のうちに旅行で役立つ表現を身に付けましょう♪

個人旅行で必要な、レストラン、ホテル、買い物、空港などでのシーン別の会話を練習します。

授業中はモニターを使い解説し、その日のうちにデータにて配信するので、復習に役立つのはもちろん、授業中は聞くことに集中できます。【2コマ連続】【8/22と同じ内容

です】

※【オンライン受講対応クラス】以外で、オンラインでの受講をご希望される場合はご相談ください。オンライン対応できないクラスもございます。

8月6日 土

8月8日 月 ８Ｖ２山① 山田るり子 スペイン旅行会話

※会員でない方も、Vクラスは年会費なしに受講できます。ぜひ、ご家族やご友人もお誘い下さい。

2022 Ｖクラス開講クラス一覧
お申込みは、直接事務局まで（メール、FAXも可）

お申込締切日：７月１４日（木）まで。この日までの申込みでクラス成立、不成立が決まります。

受講料通知：７月１９日（火）、　振込期間：７月１９日（火）～２８日（木）

※受講料は1コマ、2,000円です。（2コマ連続クラスもあります。）


