外国語を身につけて自分の世界を広げる講座
英語はもとよりお隣の国、韓国語や中国語、そしてヨーロッパの各国語各国の語学をみにつけてワールドワイドな時代を楽しみます。

●語 学 -1
講座名

H30．
8 発行

近鉄文化サロン阿倍野
講師名

講座内容

曜日・時間

受講料

（月）
（木）
11：50〜12：30
（水）
13：00〜13：40
13：50〜14：30
（木）
11：00〜11：40
（金）
14：40〜15：20
15：30〜16：10
※16：30以降の
時間も有り
詳細は
6F OTC受付で
ご確認ください。

3ヵ月 10回 1組
（1〜2名）
40分 43,199円
60分 62,639円
90分 91,799円
6ヵ月 20回
40分 86,400円
60分 125,280円
90分 183,600円

プライベートレッスン 外国人講師
〈固定制〉 日本人講師

グループレッスンはちょっと…とお考えの方に！目的とステ
ップに合ったレッスンプランを立てて学習します。9/2
（土）
より先着順にて予約開始！3ヵ月または6ヵ月間のご
予約可能（平成30年10月から平成31年3月末まで）

プライベートレッスン OTC専任
〈チケット制〉 外国人講師

たまには一人でレッスンしてみたい。英会話は初め
てでいきなりのグループレッスンは不安...という方に
はチケット3枚から購入して預けるプライベートレッス
ンがおススメです。

チケット制
曜日・時間は
6F OTC受付まで （平成31年3月末まで有効。
お問い合わせください。
当講座スケジュールに基づきます。）
（月）
〜
（木）
まで
3回 16,200円
※3回分からのご購入になります
1レッスン40分。
朝・昼・夕の時間帯が ※ご予約・ご変更は希望レッスン日
ございます。
の3日前17：00まで

英語に興味はある。何から始めたらいいかわからな
い。勉強してみたが最初でつまづいた。etc…そん
な方達へ！まずは英語の基礎となる文法から始めま
しょう
！習った文法を作って会話もしてもらいます。

（金）
13：00〜14：00
（水）
19：00〜20：00

全10回 3ヵ月
29,160円
全20回 6ヵ月
58,320円

外国人講師

英会話を習ってきたけれどテキストを使ってのレッスン
は卒業したい！という方の為のクラスです。
クラスメイト
の皆で前もってトピックを決めて英語で話しましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（水）
11：00〜12：00

全11回 3ヵ月
38,880円

会話力アップに
OTC専任
つながる
日本人講師
英検準2級！

今までなんとなく英語の勉強してきたけど…そんな
方々へ！目標をもってみませんか？会話力アップにも
つながる英検の学習をしながら語彙力アップを皆で
楽しく目指してみましょう
！
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（土）
10：30〜12：00

全10回 3ヵ月
35,640円
全20回 6ヵ月
68,040円
※入会月 4月

やさしい英文法 日本人講師

英語の勉強を始めたいけれど何から勉強して良い
のかわからない…。
もう一度基礎から文法を勉強し
たい！そんな方の為にゆっくりわかりやすく英文法の
基礎から学んでいきます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（水）
11：40〜12：40

3ヵ月 10回
29,160円
6ヵ月 20回
58,320円

60代からの
OTC専任
日常英会話
日本人講師
with日本人講師

英会話に興味はあるけど年齢的に…年下の人達
と学ぶのは少し気おくれしてしまう、
とお考えの方達
に！同世代のクラスメイトと楽しく安心してレッスンし
てみませんか？日本人講師によるきめ細やかなレッ
スンをいたします。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（土）
13：00〜14：30

全10回 3ヵ月
35,640円
全20回 6ヵ月
68,040円

60代から始める OTC専任
トラベル英会話 日本人講師

海外旅行に行きたい！海外に住んでいる家族と連絡
を取りたい！語学は脳トレにも良いよ聞いた！など習い
たい理由は様々！通常よりゆっくりとしたペースでレッ
スンしていきますので英会話を楽しく学べます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（土）
11：00〜12：30

3ヵ月 10回
35,640円
6ヵ月 20回
68,040円

英会話に初めてチャレンジ！
という方でも安心してご
受講いただけるクラスです。
日本人講師がきめ細や
かにご指導させてもらいます。最終レッスン日には外
国人講師も交えて楽しくレッスンします。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（土）
13：00〜14：30

3ヵ月 10回
45,360円
6ヵ月 20回
90,720円

OTC専任

新講座

あつまれ〜！
英語初心者さん
英語を話そう

OTC専任

外国人講師

OTC専任

OTC専任

やさしい英会話

OTC専任

日本人講師
外国人講師

体験レッスンは、
お一人さま一回限りとさせていただきます。
ご受講希望日時をご予約のうえ、
５日前までに、
ご入金の手続きをお済ませください。
新講座

…10月から新設の講座です。

※受講料のほかに材料費・教材費を頂戴する場合がございます。
（ただし
「材料費・教材費込み」の表示のある講座を除きます。）
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

●語 学 -2
講座名

H30．
8 発行

近鉄文化サロン阿倍野
講師名

日本人講師と
OTC専任
学ぶはじめての 日本人講師
英会話

Let's Speak！
英会話
ステップ１〜５
〈ナイトタイム・チケット制〉

講座内容

OTC専任

3ヵ月 10回
35,640円
6ヵ月 20回
68,040円
※1クラス 3〜8名
※テキスト代込み

（金）
11：00〜12：30
13：00〜14：30

お仕事のご都合などで、決められた曜日・時間にレッス
ンをする事がむずかしい方におすすめのコースです。日
常英会話のグループレッスンを
（固定曜日・時間）
ご自
身のスケジュールに合わせて1回からご受講頂けます。
（ステップ別）
但し、
クラス状況により、お取りできない場合もございます。

チケット制
（平成31年3月末まで有効。
（月）
〜
（木）
当講座スケジュールに基づきます。）
1回 4,320円
18：20〜19：30
3回 12,636円
19：40〜20：50
ステップは
5回 20,520円
6F OTC受付まで 10回 39,960円
お問い合わせください。 ※ご予約は、希望レッスン時間の
1時間前まで
※ご変更は3日前の17：00まで

道案内、買い物、趣味など日常会話の必須表現を
中心にレッスンします。日常で使用する初歩的なコ
ミュニケーションができることを目指します。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

Let's Speak！ 外国人講師
英会話
〈STEP2〉

受講料

英会話をはじめようと思ってもいきなり外国人との会話
をするのは自信がない方の為に、
このクラスでは日本
人講師がきめ細やかにレッスンさせてもらいます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

個々のレベルに合わせてクラスを相談。体験レッスン
受講後ご納得いただいてから入会していただけます。
少人数制なので楽しく受講していただけます。
午前・お昼クラス：定員各6名、夜クラス：定員5名
（対象：高校生以上）

Let's Speak！
英会話
〈STEP1〉

曜日・時間

知っている英語を使いこなすことに力をおいてレッス
ンします。基礎的な話題からもう少し進んだコミュニ
ケーションができるよう目指します。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（月）13：00〜14：30
（水）13：00〜14：30
（木）14：40〜16：10
（金）13：00〜14：30

（月）14：40〜16：10
（水）11：00〜12：30
（金）14：40〜16：10

Let's Speak！
英会話
〈STEP3〉

コミュニケーションの基礎となる意思表示や自分の
感情をある程度相手に伝えられるようにし、
日常会
話からもう少しステップアップした表現を学びます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（月）14：40〜16：10
19：40〜20：50
（火）14：40〜16：10
18：20〜19：30
（水）14：40〜16：10
（木）13：00〜14：30

Let's Speak！
英会話
〈STEP4〉

海外旅行、電話等、
より幅の広い話題に必要な会話
表現を現実的な場面に沿って自分の意見、感情など
目に見えない抽象的な内容を述べる力を養います。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（火）13：00〜14：30
19：40〜20：50
（木）14：40〜16：10
19：40〜20：50

Let's Speak！
英会話
〈STEP5〉

与えられた場面、状況の中で、最も適切な表現を使
えるようにレッスンします。自分の意見、感情などを
論理的に話す力を身につけていきます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（月）13：00〜14：30

3ヵ月 11回
38,880円
6ヵ月 22回
74,520円
※テキスト代込み
※1クラス 3〜6名
※ステップ別にご希望の
曜日・時間帯を選んで
いただけます
※6F OTC受付にて
レベルをご確認のうえ
ご入会ください。
※クラス状況・ステップに
関しましては、変動が
ございますので、
6F OTC受付にて
ご確認ください。

OTC 外国語講座の特長（and 6 階）

1.いつも賑やかな
“デイリーカンバセーション
（日常会話）
”
には5つのレベルのクラスがあります。
多彩な曜日・時間帯を用意しておりますので、
お一人お一人のレベルやご都合に応じたクラスを見つけて頂けます。
2.ネイティブ講師は全て英語を母国語とし、法務大臣認可の教師ビザを有しています。
3.企業内語学研修で400社の社員教育を実施し、定評のあるOTCが満足度の高いレッスンを提供いたします。
4.通常、
全クラスとも曜日と時間帯は固定となります。
まずはご希望のクラスをあべのand6階
（近鉄文化サロン阿倍野）
の語学教室受付にご相談ください。
（受付時間：月〜木曜日 10：00〜20：00、金・土曜日 10：00〜18：00）
体験レッスンご受講のうえ、
レベルをご確認ください。
（要予約）
5.欠席された場合は、
レッスン日の振り替えはお受けできないクラスもあります。
（指定振替日に振り替え可能クラス有）
体験レッスンは、
お一人さま一回限りとさせていただきます。
ご受講希望日時をご予約のうえ、
５日前までに、
ご入金の手続きをお済ませください。
※受講料のほかに材料費・教材費を頂戴する場合がございます。
（ただし
「材料費・教材費込み」の表示のある講座を除きます。）
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

●語 学 -3
講座名

かんたん
英会話
〈STEP1〉

H30．
8 発行

近鉄文化サロン阿倍野
講師名

my English school
my 留学センター 主宰

〈STEP2〉 原 真由美

講座内容

オリンピック開催に伴い、英会話の需要が高まってい
ます。英会話をゼロから楽しく始めるレッスンです。中
学のテキストを基に簡単なフレーズを使って表現しま
しょう。STEP1は中学1年生、STEP2は中学2年
生、STEP3は中学3年生の教科書を使用します。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

〈STEP3〉
シニアの
チャレンジ英語

英会話講師

松浦 瑠美

楽しくゆっくり
覚える
海外旅行に
役立つ英会話
はじめての
海外旅行に
役立つ英会話

専任講師

サハラ カズミ

楽しく
ゆっくり学ぶ英会話
シルバー世代の
英会話
シルバー世代の
English workshop主宰
はじめての英会話 姫野 幸子
英語でユーモア

〜ショート・ユーモア
ストーリーを楽しむ〜
ミューズイングリッシュ
英語で
コミュニケーション代表
コミュニケーション 南出 照美

韓国語
〈中級Ⅰ〉

専任講師

平沢 恵子

〈中級Ⅲ〉
韓国語
〈入門〉
専任講師
韓国語
〈中級Ⅰ〉 李 栄烈

韓国語
〈中級Ⅱ〉

曜日・時間

受講料

［増設］
第2・4
（月）
10：10〜11：25
第2・4
（月）
11：30〜12：45

月2回 3ヵ月
16,848円

第2・4
（月）
13：00〜14：15

英語を始めたいけれど、独学ではむずかしいですよ
ね。ゼロからスタートの英会話。中学レベルの英文
法を使って、楽しく一緒に英語を学びませんか？レッ
スンでは、英語の発音やイントネーションをリズムに
のって覚えていきます。

第1・3
（木）
11：00～12：10

月2回 3ヵ月
12,960円

海外旅行で、何を話しているのかわかっても、相手
に自分の言いたいことが思うように伝えられなくて困
った経験はありませんか。旅行に役立つ会話を中
心に、楽しくわかりやすくレッスンします。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（水）
15：40〜16：40

月4回 3ヵ月
24,300円

英会話は苦手とあきらめないで。海外旅行や日常
会話に役立つ表現を中心に、歌やゲームも取り入
れて、楽しくゆっくりレッスンします。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（水）
16：50〜17：50

月4回 3ヵ月
24,300円

中学程度の英語を使って自分の言いたいことが相
手に伝わるように、
ゆっくり楽しくレッスンします。英
会話を学習するのが初めての方や、英語から長い
間離れている方におすすめのクラスです。

（水）
18：00〜19：00

月4回 3ヵ月
24,300円

話せたら、聞けたら、
でも無理かとあきらめてしまう英
会話。
この講座では毎回ゆっくり繰り返し繰り返し
授業を進めていきますので無理なくしっかり学んで
いただけます。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

第1・3
（月）
13：30～14：45
第1・3
（月）
16：00～17：15

月2回 3ヵ月
16,200円

英語で、
ユーモア短編集を楽しみながらリスニング・
スピーキング能力を高めて行きましょう。中学程度
の英語がわかる方が対象です。
■体験レッスン 受講料＝2,268円

（月）
17：30〜18：45

月4回 3ヵ月
24,300円

簡単な日常生活で使う英会話を学びます。旅行英
会話や海外からの観光客の人に話しかけられた
ら？様々なエッセンスを取り入れながら、英語のコミ
ュニケーションを楽しく習得しましょう。
■体験レッスン 受講料＝2,916円

第1・3
（水）
19：00～20：30

月2回 3ヵ月
17,496円

読み書きができる方が対象の講座です。難しいこと
は考えず、
まずは韓国の文化や生活に興味を持っ
て気楽な気持ちで始めてみましょう。

第2・4
（土）
11：10〜12：30

聞き取りと読み書きができる方が対象です。

第2・4
（金）
11：00〜12：30

韓国語を初めて学ぶ方を対象にした講座です。少しでも
韓国語がわかれば、韓国ドラマや韓国旅行も楽しさが広
がります。身近な会話を中心にゆっくり楽しく学びましょう。

第1・3
（木）
16：30〜18：00

ある程度読み書きができる方が対象です。

第1・3
（木）
18：30〜20：00

※ご見学いただけますのでレベルをご確認のうえご入会ください。

※ご見学いただけますのでレベルをご確認のうえご入会ください。

※ご見学いただけますのでレベルをご確認のうえご入会ください。

ある程度読み書きができ、会話が出来る方が対象です。
※ご見学いただけますのでレベルを確認のうえご入会ください。

第1・3
（土）
13：00〜14：30

月2回 3ヵ月
16,848円

月2回 3ヵ月
13,608円

月2回 3ヵ月
16,848円

体験レッスンは、
お一人さま一回限りとさせていただきます。
ご受講希望日時をご予約のうえ、
５日前までに、
ご入金の手続きをお済ませください。
※受講料のほかに材料費・教材費を頂戴する場合がございます。
（ただし
「材料費・教材費込み」の表示のある講座を除きます。）
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

●語 学 -4
講座名

H30．
8 発行

近鉄文化サロン阿倍野
講師名

講座内容

曜日・時間

受講料

文 聖姫

韓国語の読み書きができ簡単な会話ができる方を
対象にした講座です。少しでも韓国語がわかれば、
韓国語ドラマや韓国旅行でも楽しさが広がります。
身近な会話を中心にゆっくり楽しく学びます。

第1・3
（木）
13：30～15：00

月2回 3ヵ月
13,608円

Poco a poco
スペイン語

津田 クリスティナ

スペイン語ネイティブの講師が旅行に行った時や、
スペイン語圏の人達と会話が出来るように日常会
話を中心に楽しく学びます。スペイン語初約文法
終了程度の方が対象。
■体験レッスン 受講料＝1,188円※学習経験のある方のみ

第2・4
（火）
10：30〜12：00

月2回 3ヵ月
17,496円

楽しいフランス語

Marie Josée

学習経験のある方が対象です。

第1・3
（木）
18：30〜19：50

月2回 3ヵ月
16,848円

第1・3
（火）
19：30〜21：00

月2回 3ヵ月
16,848円

第1・3
（金）
10：30〜12：00

月2回 3ヵ月
16,200円

第1・3
（火）
16：20〜17：30

月2回 3ヵ月
12,960円

第2・4
（火）
13：30〜15：00

月2回 3ヵ月
16,200円

第2・4
（火）
15：30〜17：00

月2回 3ヵ月
16,200円
※入会月 10月、4月

専任講師

韓国語

ポ

コ

ア

ポ

コ

マ リ ー

ジ ョ ゼ

ゆっくり楽しく学ぶ
専任講師
イタリア語
梶原アウローラ
〈初級〉

はじめての
ドイツ語

アントネッロ サ ン テ ラ モ

Antonello Santeramo

お手頃
プライス

ゆっくり、
しっかり
積み重ね中国語

張 紅昇

※ご見学いただけますのでレベルをご確認のうえご入会ください。

学習経験のある方を対象とし、文法・会話を学習し
ていただき、
イタリアの文化関係のお話もさせてい
ただきます。
※ご見学いただけますのでレベルをご確認のうえご入会ください。
■体験レッスン 受講料＝2,268円※学習経験のある方のみ

はじめてドイツ語を学ばれる方を対象にしたクラスです。
まずはアルファベットの読み方から始めましょう！自己紹
介や、旅先で使えるドイツ語、基本の文法など、
やさしく
楽しい講師がゆっくりていねいにレッスン致します。
中国語に触れたことのある方なら、
その響きの美しさ
とともに難しさをご存知の事でしょう。場面に応じた
短い会話と並行して基本文法を少しずつ学び、中
国語の山をゆっくりと登ります。中国基礎知識も折
り込んでいきます。
※ご見学いただけますのでレベルをご確認のうえご入会ください。
■体験レッスン 受講料＝2,268円 ※学習経験のある方のみ

経験豊富な教師がカード、
ジェスチャー等多彩な教
材を使い指導します。愉しい雰囲気で0から旅行に
役に立つ台湾中国語を学ぶ講座です。語学以外
に、台湾観光等の情報も紹介します。台湾式中国
語を学んで台湾を満喫しましょう
！

愉しく話しましょう
台湾式中国語

経験豊富な講師がカード、
ジェスチャー等多彩な教
材を使い指導します。愉しい雰囲気で0から旅行に
役に立つ台湾中国語を学ぶ講座です。語学以外
に台湾観光等の情報も紹介します。台湾式中国
語を学んで台湾を満喫しましょう。
フォルモサ台湾式中国語教室

専任台湾人講師

増設

愉しく話しましょう
台湾式中国語
〈入門クラス〉

10/ 9（火）自己表現① 台湾中国語の発音
10/23（火）自己表現② 台湾中国語の注意
11/13（火）自己表現③ どこからきましたか？
11/27（火）自己表現④ 趣味と好き嫌い
12/11（火）自己表現⑤ 自己紹介発表会
12/25（火）これはなんですか？
1/ 8（火）数字を練習しましょう
！
1/22（火）買い物に行こう
！
2/12（火）今は何時ですか？
2/26（火）今日は何月何日何曜日
3/12（火）台湾人の一日
3/26（火）私の一日

体験レッスンは、
お一人さま一回限りとさせていただきます。
ご受講希望日時をご予約のうえ、
５日前までに、
ご入金の手続きをお済ませください。
増設

…10月から増設の講座です。

※受講料のほかに材料費・教材費を頂戴する場合がございます。
（ただし
「材料費・教材費込み」の表示のある講座を除きます。）
※カリキュラムは変更する場合がございます。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

入会と受講のご案内
入会
申込

近鉄文化サロンの会員になるためには
「気になる」、
「一度挑戦してみたかった」など始めてみたい講座が決まれば、さあ入
会の手続きです。
入会金5,400円（税込）でご入会いただけます。会員資格の有効期限は入会日から
3年間です。期間中は無料で更新手続ができます。

入会
特典

ご入会にはこんな割引が
●満65歳以上の方は、入会金が無料です。健康保険証など年齢を証明できるものをご提示ください。
●外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友の会会員さまは入会金が無料です。
●中学生までの方は入会金が無料になります。高校生以上の学生の方は、入会金が半額の2,700円（税込）
になります。
●近鉄文化サロン会員のご家族さまは、入会金が半額の2,700円（税込）
になります。
●同時に5名さま以上ご入会いただきますと、入会金がおひとりさま3,240円（税込）
になります。

受講
申込

いよいよ受講のお申し込み
ご希望の講座が開設されている各近鉄文化サロン受付にて受講の手続をお済ませください。
受講申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、会員証を添えてお申し込みください。
※会員の資格有効期間中、何講座でも複数の講座を受講いただけます。

講座により一定の資格要件が必要な場合があります。
各講座とも定員になり次第、締め切らせていただきます。ただし定員に満たない
場合や講師の都合などにより、講座を中止させていただくことがあります。ご了承ください。
1日・短期講習会を除き、受講は会員さまに限らせていただきます。

支払
方法

受講料などのお支払い方法は
現金のほか、KIPSクレジットカード
（DC、三井住友、JCB、UC、MUFG、
JMB）、近鉄クレジットカード、各種クレジットカード、近鉄グループ商品券、
近鉄百貨店ギフトカード、全国百貨店共通商品券、近鉄友の会会員証カード
およびお買物券、カルチャーチケット
（近鉄文化サロンご利用券）がご利用
いただけます。
お支払いには、
コンビニ振込がご利用いただけます
（振込手数料別途）。

会員
特典

詳しくは、お申込み時にご確認ください。

会員さまにはこんな特典が
お買物、お食事、エンターテインメントなど各種特典がございます。
ご利用の際は、会員証をご提示ください。
●年2回
（6・12月）
、近鉄百貨店各店でのお買物優待券
（5%
引）
を発行いたします。※一部除外品あり
●天王寺都ホテルの一般宿泊の基本料金を10％引させて
いただきます。
●月日亭（奈良春日奥山）
での食事、宿泊代（基本料金）
を10
％引かさせていただきます。
●月日亭（難波店・天王寺店・近鉄奈良駅前店・西大寺サンワ
シティ店・生駒店・橿原店）での飲食代を5%引させていた
だきます。
※日替りのサービスメニューは除きます。
●月日亭（上本町店）
ソフトドリンク1杯無料サービス。
※会員証1枚につき2名さままでのご利用となります。

●橿原観光ホテル（婚礼披露宴は除く）の各店での飲食代を
5％引させていただきます。
●アサヒビアケラー
（アベノセンタービル地下1階）
での飲食
代を10％引させていただきます。
（ただし上限1万円）
●きんえいチェーンの映画館（あべのアポロシネマ）
で、一般
割引料金
（当日券の200円引）
でご覧いただけます。
※会員様と同伴者1名様割引とさせていただきます。
●大和文華館の入館料を一般料金の半額にご優待。
●画材と額縁のカワチあべのHoop店（Hoop6階）の商品を
10％引させていただきます。※一部除外商品あり
●近鉄百貨店「書道用品売場（天義堂）」
（あべのハルカス近鉄
本店ウイング館５階）の商品を20％引させていただきます。
※一部除外商品あり

※その他、各種特典がございます。詳しくは近鉄文化サロンにお問い合わせください。

会員の個人情報は受講連絡のほか、講座企画やサービス向上を図る目的で利用させていただきます。ご本人の同意なしに第三者に開示したり、
提供したりすることはありません。また、近鉄百貨店および近鉄グループから、商品情報・生活情報・アフターサービス・ご優待等の各種ご案内を
さしあげる場合がございます。なにとぞ、
ご了承ください。
※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

