
STEP 1
事前登録

•①UNIPA各種メニューのトップページ。
•②<キャリアUNIPA>を選択。
•③<アンケート関連>→<アンケート回答>選択。
•④回答対象アンケート[その他]の

<グローバルエデュケーションセンター事前登録
>を選択し、回答。

STEP 2
Google Classroom

に参加

•④履修登録はグローバルエデュケーションセン
ター（＝以後GEC）で行います。※GECの講座
はUNIPAに表示されません。

•⑤③で選択した講座の「クラスコード」をGEC
から皆さんの近大メールアドレスに送ります。

•⑥「クラスコード」を受け取った方は、すぐに
Google Classroomに参加してください。

履修登録方法

各講座で授業形態が変わります。必ずシラバスをご確認ください！

【事前登録期間】9月9日（金）〜 9月18日（日）18:00まで

注意①事前登録のみで履修登録になります。

注意② Google Classroomに参加出来ない場合は、すぐに
グローバルエデュケーションセンターまでご連絡ください。

【事前登録期間】9月 16 日～各所属学部の履修期間期間最終日の前日 18:00 まで

【履修登録期間】9月 13 日～各所属学部の履修登録期間最終日

　

メディア授業多数 !
どこからでも参加可能

8ヵ国語
無料レッスン

2022年度後期
受講生募集

グローバルエデュケーションセンター
外国語課外講座

HP で随時情報を
更新しています。
新着情報を確認
してください。

メディア授業多数 !
どこからでも参加可能

メディア授業多数 !
どこからでも参加可能

【事前登録期間】9月 9日（金）～  9 月 18 日（日）の 18:00 まで【事前登録期間】9月 9日（金）～  9 月 18 日（日）の 18:00 まで

グローバルエデュケーションセンター 3 階
TEL:06-4307-3038
Mail:kugec@itp.kindai.ac.jp



目的

中〜上級

ドイツ語入門・フランス語入門・中国語入門・
韓国語入門・イタリア語入門・スペイン語入門・

ロシア語入門

ドイツ語会話1・フランス語会話1・仏検対策講座・
中国語会話・韓国語会話1・スペイン語初級

・ロシア語初級

ドイツ語会話2・フランス語会話2・
中国語講読・韓国語会話2

留学準備

第二外国語の習得

上級

交換留学の要件を満たすため�高得点が必要 IELTS™ Advanced (L&R)/(S&W)

IELTS™

 TOEFL ITP
®

 / TOEFL iBT
®

 Basic

IELTS™ Basic (4 Skills)

 TOEFL iBT
®

 Advanced (L&R)/(S&W)

初級

中級

TOEFL®やIELTS™を受験したことがない

中～上級

留学を目指している。
または留学することが決まっているので、

留学先で求められるスキルに慣れておきたい
Speaking (Study abroad prep.)

初〜中級

クラス

TOEIC
®

 Reading/Listening/L&R  Introductory

全てのレベル

初～中級 Speaking (Beginner)

Speaking 

TOEIC
®

対策

レベル

Speaking (Advanced)

TOEIC
®

 Reading/Listening/L&R  Intermediate

TOEIC
®

 L&R  Advanced

TOEIC
®

 480点以上

TOEIC
®

 650点以上

英会話力の強化 上級

より実践的な英語力をつけたい
留学で身につけた英語力を維持したい

TOEIC
®

 480点未満

外国語課外講座ラインアップ（全 54 クラス / 8 ヶ国語）

　沢山のクラスを受講し、私はキャンパス問わず他学部の受講生と一緒に学ぶことができ、より多

くの刺激をもらうことができました。そこでコミュニティが広がり、大切な友達もできました。先

生方も優しく協力的で、非常に学びやすい環境により、筆記やスピーキングなどの自己学習では難

しいセクションも強化できました。学科のプログラムの関係で時間を取ることが難しく、余裕のな

い時もありましたが、とても充実した勉強ができて感謝の気持ちでいっぱいです。少しでも興味が

ある方、是非受けてみて下さい。オススメします‼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         小田　成華 さん　（農学部　2021 年度卒業）

　3 回生後期からグローバルエデュケーションセンターの講座を受け始めました。TOEIC のスコ

アを上げたいと思い、10 講座以上にチャレンジしました。その結果、590 点から 740 点までス

コアを上げることができました。また、Speaking などの講座を受けたことで、留学や海外の大学

院などにも興味を持つようになりました。各講座の先生方はとても親切で、生徒のコメントに対し

て 1 つ 1 つ丁寧にフィードバックをしてくださったり、進路についても相談に乗っていただきま

した。今後は TOEFL の講座にもチャレンジしていきたいと考えています。

                                                               　　　　　大西　一輝  さん（理工学部　4 年）

学生インタビュー

・ 英会話の定員は 10 名、第二外国語は 20 名、TOEIC®・TOEFL®・IELTS™ の資格講座等は 30 名です。

　履修登録期間終了後、定員を超えた講座に関しては、先着順で受講者を決定いたします。

・講座終了時に、出席・授業態度が良好な学生には修了証を発行します。

・TOEFL®または IELTS™クラスを受講し、交換・派遣留学に応募した場合、それぞれの受験料の一部

　が補助の対象となります。

・授業形態については、必ずシラバスを確認してから履修登録をしてください。

1 2 3 4 5

9:00～10:30 10:45～12:15 13:15～14:45 15:00～16:30 16:45～18:15

イタリア語入門

G. ベルテリ

Speaking Speaking (Beginner ) Speaking (Advanced)

M. ランキン M. ポスト S. リーチ P. ジャッジ

ドイツ語会話1 ドイツ語会話2

T. シュピンレル T. シュピンレル

Speaking (Advanced) Speaking(Study Abroad Prep.)

D.エックフォード E. マクドゥーガル B. バーグランド

フランス語会話1

E. バン ドロム

ロシア語初級

松下　聖

Speaking Speaking

B. バーグランド D.エックフォード 

フランス語入門

久田原　泰子

中国語入門

阿部　慎太郎

Speaking Speaking Speaking

J. 伊藤 S. ライリー M. ランキン

中国語会話

飯塚　君穂

Speaking(Study Abroad Prep.) Speaking フランス語会話2

S. ホワイト M. サロバーラ E. バン ドロム

Speaking

M. サロバーラ

Speaking

M. ウィズナー

中国語講読

好並　晶

韓国語会話１  韓国語会話2

睦　宗均 睦　宗均

対面授業 同時双方向型オンライン授業

　ロシア語入門　（松下　聖）

　 （渡邉　あをい） 　 　（B. コンドン） 　スペイン語入門　（S. チャモロ）

　 （阿武　尚人） 　 　（J. マッカボイ） 　スペイン語初級　（S. チャモロ）

　 （W. ホワイト） 　 （藤本　裕子） 　ドイツ語入門　（徳永　恭子）

　 （清水　綾香） 　仏検対策講座　（高橋 梓）

　 （白石　よしえ） 　 （戸部　史子） 　 （M. ドネラン）

　 （阿武　尚人） 　 （吉見　明子） ＜第二外国語＞

　 （S. コール） 　 （阿武　尚人） 　 （J. カール）

　 （白石　よしえ） 　 （白石　よしえ） 　 （M. ドネラン）

【集中講義（オンデマンド）一覧】

　 （阿武　尚人） 　 （高橋　路子） 　 （B. コンドン）

金

1-301
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1-304

水

1-301

1-302
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木

1-301

1-302

1-303

1-304

火

1-301

1-302

1-303

1-304

曜日 教室

月

1-301

1-302

1-303

1-304

２０２2 年度【後期】　時間割


