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Current Issue Circle 
～キャサリンと現代社会を語ろう～ 

 

 

What bothers you about life these days? What are the issues you would like to discuss with others? Join 

our Current Issues Circle to share your concerns. The class is open to participants of any level of English. 

Each class will focus on one or two aspects of a particular issue. The teacher will provide topical texts 

to start off the week’s theme. Occasionally we shall use role play and sometimes divide into groups for 

discussion. If you cannot quite find the English words you are looking for, never mind, someone else in the 

class will help you. The best way to learn is to teach!  

This is a Circle where participants can improve their communication skills while sharing their concerns, 

learning from each other, reflecting on ways to live positively.  
 

社会問題について英語で読んだり話したりしてみませんか。配布資料は英語中級レベル（英検Ⓡ2級から準 1級程度）

ですが、英語にあまり自信のない方も歓迎します。ロールプレイやディスカッションに必要な英語表現やコミュニケー

ションスキルは仲間と補い合いながら進めていきます。 

※講義は英語で行います。 
 

◆開講スケジュール  金／10:30～12:00   ◆講師  Catharine Nagashima（元 横浜市立大学非常勤講師）  

第1回 10月26日 Sharing our Concerns 

第2回 11月 9日 Gender Issues (such as bias, working women, declining birth rate) 

第3回 11月16日 Life with Automation, Robots and Artificial Intelligence (AI) 

第4回 11月30日 Living with Addictions in a Digital Age 

第5回 12月 7日 Volunteering and Sharing (introducing examples) 

第6回 12月14日 Zero Waste Initiatives (introducing examples) 

第7回 1月 11日 Living with Climate Change (introducing examples) 

第8回 1月 25日 Extremism (roots of ideological conflicts, terrorism and fake news) 

第9回 2月 1日 Japan and the World Political Arena 

第10回 2月 8日 Sharing our Dreams for the Future 

※予備日： 2月15日 
受 講 対 象 / 社会問題について英語でディスカッションしてみたい方 

受 講 料 / 全10回 15,200円 （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 / 20名 

申 込 / 事前にホームページ・電話・FAXにてお申込みください。 

会 場 受 付 / 講座開始の 30分前から受付けます。 

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 

企 画 監 修 / 木村
き む ら

 琢郎
た く ろ う

（横浜市立大学学術院国際総合科学群教授） 

主 催 / 横浜市立大学地域貢献センター 

後 援 / 横浜市政策局 

※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。 

  このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。 



 
 

 

受付開始前の申込は無効とします。各講座、定員になり次第、受付を終了します。FAX送信前にホームページ等で最新情報をご確認ください。 

 

申込方法 

○申込書にご記入の上、下記申込先まで FAXでお送りください。E ﾒｰﾙの場合は、必要事項を入力し下記申込先に送信してください。 

※卒業生は講座受講料が割引となりますので、太枠内に必要事項をご記入ください。 

○E ﾒｰﾙ・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。 

○下記ホームページからのお申込みも受付けております。（受付完了の自動返信を必ずご確認ください。） 

○各申込み方法とも、受付開日時前のお申込みは無効です。受付け開始時間後に送信して下さい 

○申込受付は原則として､各講座の開講日１週間前に締め切ります｡※申込期間でも講座定員に達した場合は予告なく受付を終了する場合があります。 

なお、開講後の申し込みは原則として受付けません。 

○受講料は前納です。（無料講座を除く）※開講日の１週間前になっても払込取扱票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。なお、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返金できません。 

○災害や交通事情等により開催を中止・休講することがあります。ご不明な場合は下記までお問合せください。 

○お支払が遅れる場合、キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。受講料未納はキャンセルとはなりません。 

○申込者本人以外の代理出席、同伴、見学等はお断りします。 

○受講に際し障害等を理由として何らかの配慮が必要な場合には、事前にご相談ください。 

 
 

個人情報について 
講座のお申込みの際に頂く個人情報は条例に基いて適切に扱い、講座運営の目的にのみ使用します。また、本学から、講座開催のご案内をすることがあります。案内を希望さ

れない場合は地域貢献センターまでお申出ください。 
 

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 https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/ 

講座名 Current Issue Circle 事 務 処 理 欄 

 

 

18256 

ふりがな   

氏名   

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・学科または卒業研究科・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（                    ）  ※市大生（ 学籍番号                ） 

受講動機 

期待することなど 
 

支払方法 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ご住所（職場の場合は所属先）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／横浜市大エクステンション通信（メルマガ）／広報よこはま 

講座ちらし（ 入手先：前の参加講座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：DM・前の参加講座・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 


