
 

  

平成２９年度 

前期 

 
 

Email Talks 
～会話する EMAIL～ 

 

本講座では、EmailをはじめとするSNSを題材とし、読む・書く・聞く・話す英語のコミュニケーション能

力を伸ばすことを目指します。今後ますます進むグローバル化を意識し、標準的な英語で書かれてい

ない英文も含め、生きた英語、通じる英語をものにすることを目指します。 

 

講師：  大谷
おおたに

 多摩貴
た ま き

 （横浜市立大学 PEインストラクター） 

＜第 1回＞ 

5月13日（土） 13:00～15:00 

Do You Have Any Plans? / 

A Professor learned to speak English by Mimicking James Stewart 

＜第 2回＞ 

5月20日（土） 13:00～15:00 
Shhh… / Ichiro Will Be a 'Legend' 

＜第 3回＞ 

5月27日（土） 13:00～15:00 
MLB Starts in Tokyo / Please Know That… 

＜第 4回＞ 

6月 3日（土） 13:00～15:00 
How's Your New Job? / Glad to Hear News of… 

＜第 5回＞ 

6月10日（土） 13:00～15:00 
The Forbidden City & The Great Wall / Thanks 

＜第 6回＞ 

6月24日（土） 13:00～15:00 
I Left My Heart in San Francisco / Let's Talk about People 

＜第 7回＞ 

7月 1日（土） 13:00～15:00 
Mt. Fuji May Erupt!? / I've Lost My Citi Card 

＜第 8回＞ 

7月 8日（土） 13:00～15:00 
My Friend Died / Overview 

※予備日: 7月15日（土） 13:00～15:00 

受講対象者 / E-mailやSNSでの英語表現を中心に語学力を伸ばしたい方、興味のある方 ＜初中級レベル＞ 

           一般の方、学生、高校生 

受 講 料 / 全8回 14,800円 （部分受講不可） ※別途テキスト代  

           （本学卒業生は割引になりますので、お申し出ください。） 

定 員 / 50名 

申 込 / 事前にホームページ・電話・FAX・Eメールのいずれかにて 

お申込みください。 

会 場 受 付 / 当日は 12時30分から受付を開始いたします。 

会 場 / 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

（横浜市金沢区瀬戸 22‐2） 

（アクセス）京浜急行「金沢八景駅」下車徒歩5分 

    シーサイドライン「金沢八景駅」下車徒歩7分 

主 催 / 横浜市立大学地域貢献センター 

後 援 / 横浜市政策局 



 

  

 
 
 

 

お申込方法 

○上記に必要事項をご記入の上、下記お申込先まで郵便またはFAXでお送りください。卒業生は講座受講料が割引となりますので、必要事項を記入してください。 

○E-mailの場合は、上記の必要事項を下記お申込先に送信してください。なお、ホームページからのお申込みもできますので、下記ホームページアドレスへアクセスして、お申込みください。 

○E-mail・FAXでのお申込みについては、翌営業日までに確認の連絡をいたします。連絡がない場合は、必ずお問合せください。 

○振込の場合で、開講日の２週間前になっても払込取扱票または請求書が届かないときには、お手数ですが下記までご連絡ください。コンビニ振込の場合は、講座初日に払込受領書

をご持参ください。 

○納入された受講料は、本学の都合による開催中止などの他はお返しできませんのでご了承ください。 

○災害や交通事情等により開催を中止することがあります。その際には可能な限りご連絡いたしますが、ご不明の場合にはお手数ですが下記までお問合せください。 

○受講をお取り止めになる場合は、お早めに下記までご連絡ください。 

○ご記入いただきました個人情報につきましては、条例に基づいて適切に取り扱い、講座の運営のためのみに使用させていただきます。また、本学から講座開催のご案内をさせていただ

くことがございます。今後のご案内送付をご希望でない場合は、お手数ですが下記までご連絡をお願いいたします。 
お申込先  公立大学法人 横浜市立大学 地域貢献センター   受付は月曜日～金曜日（祝日を除く）9：30～16：30 

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸２２－２ 

TEL 045-787-8930  FAX 045-701-4338  E-mail: exten@yokohama-cu.ac.jp 

ホームページ http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/ 
 

講座名 Email Talks  ～会話する EMAIL～ 事 務 処 理 欄 

ふりがな  開講日 

氏名  5月13日 

住所 
（職場の場合はご所属も

ご記入ください） 

自宅 職場  

〒 卒 

業 

生 

氏名（卒業時） 

 

生年月日 

S 

H 

電話 
（連絡の取れる番号） 

自宅 職場 

携帯番号 

卒業学部・学科あるいは卒業研究科・専攻 

                  （    年卒） 

Eメールアドレス  FAX 自宅 職場 

年代 10代    20代    30代    40代    50代    60代    70代以上 

職業 
会社員   公務員   教職員   団体職員   医療・福祉従事者   自営   学生 

アルバイト・パート   主婦   無職   その他（                       ） 

受講動機 

期待することなど 
 

支払方法 

ご希望の番号を 

○で囲み 

必要事項を 

ご記入ください 

１ コンビニエンスストアからの現金振込 （個人･法人様とも承ります。振込手数料は無料です。） 

払込取扱票を上記の所属（空欄の場合は氏名）宛で、上記のご住所に郵送します。 

２ クレジットカード決済 （DC・VISA・MASTERに限ります。） 

Eメールでのカード情報の送信はお勧めしません。FAXの際は番号間違いにご注意ください。 

カード番号 

有効期限 年 月 カード名義 

３ 請求書による銀行振込 （法人様のみ承ります。振込手数料はご負担ください。） 

請求書を上記の所属宛で、上記のご住所に郵送します。 

この講座を何で 

お知りに 

なりましたか？ 

○をお付けください。 

横浜市大ホームページ ダイレクトメール 横浜市大エクステンション通信（メルマガ） 広報よこはま 

タウンニュース（購読新聞－朝日・読売・日経・その他） 新聞記事 （朝日・日経・読売・神奈川） 
講座ちらし（入手先 ： 前の参加講座にて・横浜市大キャンパス・横浜市大病院（福浦・浦舟）・市役所/区役所・地区センター・

図書館・駅・その他） 

講座リーフレット（入手先：前の参加講座にて・横浜市大キャンパス・横浜市大病院（福浦・浦舟）・市役所/区役所・地区センター

図書館・駅・その他） 

その他（                                                   ） 

横浜市立大学エクステンション講座申込書 FAX FAX 
045-701-4338 045-701-4338 


