
OKC株式会社

語学講座案内
オンラインによる１対１の個人指導

英検・TOEIC®・TOEFL®・ IELTS 
第2外国語（仏語・中国語・独語など36ヶ国語）

日本語講座もあります

受験のために・仕事のために
趣味のために・資格取得のために
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私共OKCがめざすものは、世界的視野で考え行動するグローバル人材の育成に
貢献することです。
現在、日本ではますますグローバル人材の育成が求められています。
その第一歩として、英語を主とした外国の言語を習得することが重要となります。
その国の言語を学ぶことは、その国の文化や価値観を学ぶことにもなります。
その国の言葉で話せば、より親しくなり、そして信頼関係を築くことができます。
これからの時代、欧州の人々のように、英語は当然として2～3か国語が話せる
真の国際人が求められる、そんな時代がやって来ると思っております。
将来、多くの若者が多様な言語で自由自在にいろいろな国々の人々と話す風景が
日本や世界で見られることを願っております。

OKC 代表 西村 紘史

OKCの概要
★ オーストラリア・ニュージーランド専門の留学代理店として1985年4月設立
★ 2006年オーストラリア政府より教育産業の貢献が認められアワード受賞
★ オーストラリア・ニュージーランド5都市に直営事務所を展開
★ 2016年米国シリコンバレーに於ける研修の案内を始める、現地連絡事務所を開設
★ 2018年SDGs活動への支援開始に伴い、SDGs研修の案内を始める

私たちの願い
それは、2030年頃、日本では多くの若者が英語はもちろん,

第2外国語も話せるようになることです。
それこそが、真のグローバル社会の実現に、繋がると信じているからです。

OKCは日本で最初の

オーストラリア・ニュージーランド
専門留学代理店

オーストラリア政府より
留学団体では唯一の受賞

ビジネスアワード受賞
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講座の導入実績 企業・大学・高校・中学

・トヨタ自動車株式会社 ・JFE商事株式会社 ・ゼンショウグループ（すき家）
・オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 ・SCSK株式会社
・株式会社JTB ・横河電機株式会社
・茨城キリスト教大学 ・東京海洋大学 ・中央大学 ・武蔵野大学 ・江戸川大学
・亜細亜大学 ・千葉商科大学 ・IBU四天王寺大学 ・名古屋学院大学 ・松蔭大学
・東海大学付属相模高等学校 ・東京都立桜修館中等教育学校
・麹町学園女子中学校高等学校 ・同志社香里中学校高等学校 ・明星中学校
・アサンプション国際中学校高等学校 ・大阪信愛学院中学校高等学校 など
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講座の特徴

OKC講座の特徴は原則、オンラインによる１対１の個人指導です

講座時間は講師と受講生の話し合いで決定されます

講座の概要

◇ 対 象 ：社会人・大学生・高校生・中学生・小学生

◇ 内 容 ：スコアアップおよび第2外国語では初級～中級の言語を学ぶのための講座

◇ 講 座 ：原則、1対1のオンライン講座（※希望により会社・学校に講師を派遣）

◇ 第2外国語 ：小・中・高校生には主に初級講座、大学生・社会人には初級・中級講座が
中心となります

◇ 講 座 時 間 ：60分・90分

◇ 費 用 ：18ページ参照

◇ 第２外国語は講師を希望することが出来ます（英語講座を除く）
◇ 第2外国語の講師は希望の曜日・時間で他の予約がある場合、予約が受けられない場合があります
◇ 日本語講座：外国人留学生・外国人労働者に対する日本語講座も可能です

講座の種類

◇ ①英検講座 ②TOEIC🄬🄬講座 ③TOEFL🄬🄬講座 ④IELTS講座
講師は英検１級/TOEIC®950点以上 /TOEFLiBT®110 点 /IELTS7.0 以上保有者です

◇ 英検講座は中・高校生向けです
◇ TOEIC🄬🄬講座は大学生・社会人向けです
◇ TOEFL🄬🄬講座は主にアメリカの大学受験のための講座です
◇ IELTS講座は主にイギリス・オーストラリア・ニュージーランドの大学受験のための講座です
◇ 第 2 外国語

フランス語・中国語・ドイツ語・スペイン語・ベトナム語など36ヶ国語の初級～中級会話を学ぶ
◇ 日本語講座：原則、講師が受講生と同じ国籍の場合、その国の言語で日本語授業を行います。

講師と受講生が異なる国籍の場合、主として英語で日本語授業を行います。



日本の会社・工場・お店・農家で
働く外国人のための日本語講座

海外支店などに転勤が決定した
日本人スタッフのための語学講座

就職のためにTOEIC🄬🄬スコアアップや
第2言語を学ぶ大学生のための語学講座

日本の大学で学ぶ
海外からの留学生のための日本語講座

趣味として学びたい人のための
語学講座

大学受験のために英検2級・準1級・1級
取得をめざす高校生のための英検講座
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OKC講座はオンラインによる1対1の個人指導です（対面式グループ講座も可能です）

OKC講座は外国語を話せるようにすることが目的です

OKC講師陣紹介
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TOEIC🄬🄬 講師 (48名）
英検講師（48名）
第2外国語講師 (36ヶ国216名）

： 全員TOEIC🄬🄬950点以上保有者です
： 全員英検1級保有者です
： 外国人講師も全員日本語で指導致します

フランス ドイツ イタリア スペイン ロシア ポルトガル ポーランドウクライナ

中国 ベトナム タイ インドネシア モンゴル アラビア 英検・TOEICマレー
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担当講師紹介

TOEIC🄬🄬講座（OKCはTOEIC🄬🄬の試験会場に認定されています）

青山学院大学卒
公立中学の英語教師として20年以上の
キャリアを持つ

原田 知哉

TOEIC®990点

筑波大生物学類卒
筑波大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒

梅野 攻良

TOEIC®990点

ニュージーランドIPC大卒
大学・企業（ソニーオリンパスなど）
TOEIC®主任講師として活躍

高木 恒司

TOEIC®990点

上智大学外国語学部卒
カリフォルニア大学サンディエゴ校に
留学

浦谷 めぐみ

TOEIC®990点

大島 泰雄

TOEIC®990点

神戸市外国語大学卒
英語講師として20年以上の
キャリアを持つ

荒井 信一

TOEIC®990点

中央大学法学
チェースマンハッタン銀行等に勤務後、
TOEIC®専任講師として活躍

汐見 正明

TOEIC®990点

東京大学卒、同大学院修了
大手民間企業退職後、大学・英語学校
や企業などで英語講師として活躍

佐々木 綾菜

TOEIC®990点

オークランド工科大学卒
OKCオークランド事務所現地大学入
学手続き担当後日本OKCへ転勤
現在海外大学留学カウンセラー

海田 直容

TOEIC®980点

横浜国立大学卒
中学・高校にて英語講師として勤務。
英語の他にタイ語・タイ手話を習得

東京経済大学卒
明治大学専門職大学院
オーストラリア・ニュージーランドで
約25年間飲食店を経営。現在英会話講
師として活躍

小松 英大

TOEIC®980点

中沢 萬佐雄

TOEIC®980点

青山学院大学卒
日本・外資系大手航空会社に勤務経験
長年の経験を活かし英語講師として活
躍

宮田 典彦

TOEIC®980点

早稲田大学卒
The Japan Times Academy
TOEIC®講師認定資格取得

小林 直子

TOEIC®985点

東京女子大学短期大学部卒
民間企業に勤務後、ビジネススクール
など英語の講師として現在も活躍

飯島 祐未

TOEIC®990点

上智大学文学部英文学科卒
数多くの国際会議や国際展示会での商
談通訳
現在英語講師として活躍

Elif Sercen
Nurcan

TOEIC®990点

トルコ・ボアズィチ大学卒業
（トルコの東大）

明治大学修士課程修了
英語講師の他、トルコ語講師としても
活躍

金子紀江

TOEIC®985点

東京外国語大学 スペイン語学科卒
約10年TOEIC®教材の編集や6年間講
師として活躍
日本語学校の講師として10年間の教
師歴あり

大塚 伸彦

TOEIC®990点

東京大学文学部卒
キール大学大学院MBA取得
長年英語講師として活躍

森竹 三奈子

TOEIC®990点

青山学院大学女子短期大学卒
英検講師としてオンラインや対面授業
などで活躍

岡本 元一

TOEIC®990点

東京大学農学部卒業
東京大学大学院修了
主にオンライン英語講師として活躍

遠藤 大樹

TOEIC®990点

神戸市外国語大学第２英米学科卒
神戸大学大学院人文学研究科前期博士
課程修了。塾などで英語・社会・国語
などを指導。英語学校にてTOEIC®や
英検の講師として活躍

片野 美紀

TOEIC®975点

専修大学法学部卒業
バックパッカーで約40カ国を周遊。
大手自動車部品メーカーで翻訳・通訳
の経験

小笠原 廣治

TOEIC®975点

名古屋大学卒
日系企業の米国拠点で長年勤務し、現
在はTOEIC®専任講師として企業・大
学で活躍

豊福 祐美

TOEIC®980点

大阪大学外国語学部卒
英語学校にて、難関国立大や英検上位
級の合格者を多数輩出

島田 繁

TOEIC®980点

上智大学卒業
英語のほか、スペイン語資格保有
TOEIC®に関する執筆協力や講師とし
て勤務



担当講師紹介
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TOEIC🄬🄬講座（OKCはTOEIC🄬🄬の試験会場に認定されています）

遠山 弥生

TOEIC®970点

西南学院大学卒
インターナショナルスクールにて
アシスタント教師として勤務
私立高校にて勤務

木本 治

TOEIC®975点

早稲田大学商学部卒
日本大使館にて勤務経験あり
フリーランスとして医療系の翻訳や通
訳として活躍。英語学校にて講師とし
ても活躍

尾関 浩司

TOEIC®970点

San Diego City College卒、産能大学卒
テンプル大学英語教授法修士課程
建築関係の翻訳・通訳を経験、現在は
塾や英語学校にて指導

田島 桂子

TOEIC®990点

白百合女子大学卒
広告代理店・不動産会社などで勤務。
英語学校などで講師として活躍

鈴木 孝之

TOEIC®970点

上智大学法学部卒
ベトナムに15年在住し通訳･翻訳業務
に従事
ベトナム語講師としても活躍

福山 敏彦

TOEIC®950点

長崎大学経済学部卒
約33年英語講師として活躍。
英検やTOEFL・大学受験の英語を指
導。英語短編小説も出版

柳 在鴻

TOEIC®950点

全州大学校英米言語文化学科 卒業
ニュージーランドの高校を卒業後、韓
国の高校・大学へ進学。
日本の企業に長年勤務

孫 英活

TOEIC®950点

アイオワ大学、カンザス大学卒業
大手証券会社、音楽会社、メディア関
係、芸能関係で勤務。
現在、英語講師として活躍。

中西 恵人

TOEIC®990点

埼玉大学卒、テンプル大学大学院修了
中学・高校にて英語講師として勤務
現在はフリーランスの英語講師として
活躍

中村 亜樹子

TOEIC®990点

メルボルン大学卒
モナッシュ大学博士課程修了
中学での英語指導やオンラインでの英
語講師を経験。

小平 准也

TOEIC®990点

米国の高校卒業後、獨協大学外国語学
部英語学科卒 翻訳や大学入試セン
ターにて英語講師、米国での新会社設
立メンバーを経て、現在TOEIC専任
講師として活躍中！

高取 夏奈

TOEIC®990点

慶應義塾大学法学部卒業
投資会社で勤務でカナダの証券取引所
との契約書の翻訳
約15年の英語講師経験あり
ドイツ語・フランス語も取得

滋賀大学卒業、マッコーリ大学留学
通訳・塾講師などで英語講師として活
躍

中桐 真由美

TOEIC®965点

山崎 寿夫

TOEIC®965点

早稲田大学理工学部卒
大手製紙会社にて勤務、3年間米国に
駐在。
現在は英語講師として活躍

秋田 由美子

TOEIC®965点

藤女子大学文学部英文学科卒
オックスフォード大学Continuing 
Education Britain Today 修了
ロンドン大学大学院言語学修士課程修了

宮本 美隆

TOEIC®955点

立命館大学法学部卒
25年間大手旅行会社教育旅行部にて
支店長など経験。
現在、OKC大阪事務所所長

ボストン大学卒
オーストラリアの高校卒
日本の英語学校にて19年のキャリアを
もつ

福永 孝幸

TOEIC®960点

横浜国立大学経済学部卒
商船会社でセントルイス、ポートラン
ド、シアトル、シカゴに駐在。
長年の経験を活かし、現在は英語講師
として活躍

白山 正樹

TOEIC®950点

安達 在嗣

TOEIC®955点

筑波大生物学類卒、筑波大学生物科学
研究科修了、スイスバーゼル大学
キングスカレッジオブロンドン研究員
英語・英検・数学・算数の指導と教材
を作成。講師としても活躍

原田 裕

TOEIC®955点

京都大学文学部哲学科卒
英語の高校教師などを経験
英検１級も保有

小野 友一

TOEIC®970点

京都大学卒
米国オクラホマ州立大学院修了
富士通等に勤務後、 翻訳・通訳業に
従事

福田 弥生

TOEIC®970点

同志社大学英文学科卒
私立中・高進学校にて5年教師経験を
経てOKC留学カウンセラー
カリフォルニア大学に留学

アリサ シューメル

TOEIC®990点

山口県立大学国際文学部英文科卒
現在、イタリア在住
英語の翻訳・通訳業務経験

大阪大学卒業
大阪大学基礎工学研究科修士課程修了
長年大手コンピュータ会社にて勤務。
個別指導にて英語や数学を指導

宮下 厚

TOEIC®990点
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英検講座

豊福 祐美

英検1級

大阪大学外国語学部卒
英語学校にて、難関国立大や英検上位
級の合格者を多数輩出

小笠原 廣治

英検1級

名古屋大学卒
日系企業の米国拠点で長年勤務し、現
在はTOEIC®専任講師として企業・大
学で活躍

遠山 弥生

英検1級

西南学院大学卒
インターナショナルスクールにて
アシスタント教師として勤務
私立高校にて勤務

木本 治

英検1級

早稲田大学商学部卒
日本大使館にて勤務経験あり
フリーランスとして医療系の翻訳や通
訳として活躍。英語学校にて講師とし
ても活躍

青山学院大学卒
公立中学の英語教師として20年以上の
キャリアを持つ

原田 知哉

英検1級

筑波大生物学類卒
筑波大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒

梅野 攻良

英検1級

ニュージーランドIPC大卒
大学・企業（ソニーオリンパスなど）
TOEIC®主任講師として活躍

高木 恒司

英検1級

上智大学外国語学部卒
カリフォルニア大学サンディエゴ校に
留学

浦谷 めぐみ

英検1級

大島 泰雄

英検1級

神戸市外国語大学卒
英語講師として20年以上の
キャリアを持つ

荒井 信一

英検1級

中央大学法学
チェースマンハッタン銀行等に勤務後、
TOEIC®専任講師として活躍

宮田 典彦

英検1級

早稲田大学卒
The Japan Times Academy
TOEIC®講師認定資格取得

汐見 正明

英検1級

東京大学卒、同大学院修了
大手民間企業退職後、大学・英語学校
や企業などで英語講師として活躍

尾関 浩司

英検1級

San Diego City College卒、産能大学卒
テンプル大学英語教授法修士課程
建築関係の翻訳・通訳を経験、現在は
塾や英語学校にて指導

中沢 萬佐雄

英検1級

青山学院大学卒
日本・外資系大手航空会社に勤務経験
長年の経験を活かし英語講師として活
躍

小野 友一

英検1級

京都大学卒
米国オクラホマ州立大学院修了
富士通等に勤務後、 翻訳・通訳業に
従事

福田 弥生

英検1級

同志社大学英文学科卒
私立中・高進学校にて5年教師経験を
経てOKC留学カウンセラー
カリフォルニア大学に留学

滋賀大学卒業、マッコーリ大学留学
通訳・塾講師などで英語講師として活
躍

中桐 真由美

英検1級

山崎 寿夫

英検1級

早稲田大学理工学部卒
大手製紙会社にて勤務、3年間米国に
駐在。
現在は英語講師として活躍

ボストン大学卒
オーストラリアの高校卒
日本の英語学校にて19年のキャリアを
もつ

福永 孝幸

英検1級

佐藤 紀子

英検1級

中央大学文学部卒
中学・高校や外国語学校に長年勤務。
現在、英検講師として活躍

大塚 伸彦

英検1級

東京大学文学部卒
キール大学大学院MBA取得
長年英語講師として活躍

秋田 由美子

英検1級

藤女子大学文学部英文学科卒
オックスフォード大学Continuing 
Education Britain Today 修了
ロンドン大学大学院言語学修士課程修了

菅野 ひろみ

英検1級

東洋大学第一文学部英米文学科卒
個別指導塾や専門学校・高校にて英語
講師として勤務

遠藤 大樹

英検１級

神戸市外国語大学第２英米学科卒
神戸大学大学院人文学研究科前期博士
課程修了。塾などで英語・社会・国語
などを指導。英語学校にて英検や
TOEIC®講師として活躍
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英検・TOEFL🄬🄬・IELTS講座

小平 准也

英検1級

米国の高校卒業後、獨協大学外国語学
部英語学科卒 翻訳や大学入試セン
ターにて英語講師、米国での新会社設
立メンバーを経て、現在TOEIC専任
講師として活躍中！

長 昴平

英検1級

明治大学卒
IELTSを専門としたオンライン授業を
展開。学生から社会人まで幅広く、オ
ンライン講師として活躍

安達 在嗣

英検1級

筑波大生物学類卒、筑波大学生物科学
研究科修了、スイスバーゼル大学
キングスカレッジオブロンドン研究員
英語・英検・数学・算数の指導と教材
を作成。講師としても活躍

早﨑 尚子

英検1級

大阪外国語大学卒
学校や企業などで英語講師として勤務。
中学・高校生に英検対策を指導。講師
として活躍

松本 哲也

英検1級

京都大学卒
定期テストの問題分析と対策教材の制
作を経験。家庭教師や英語講師として
多くの生徒を指導

書川 美香

英検1級

大東文化大学文学部卒
大手電力会社や特許事務所などで勤務。
現在、英検講師として活躍

臼杵 昌代

英検1級

青山学院大学卒
大手自動車メーカー勤務。
現在は英検・TOEIC講師として活躍

上尾 友栄

英検1級

同志社大学商学部卒
約15年間、インターナショナルスクー
ルや英語協会、医療系の学校などで英
語講師として活躍

越野 永路

英検1級

立命館大学経済学部経済学科卒
米国ワシントン州立大学卒
英語学校・大学などで英語の講師とし
て活躍中

横浜国立大学経済学部卒
商船会社でセントルイス、ポートラン
ド、シアトル、シカゴに駐在。
長年の経験を活かし、現在は英語講師
として活躍

白山 正樹

英検1級

広瀬 篤嗣

英検1級

東京大学工学部卒
東京大学大学院工学系修了
スタンフォード大学客員研究員
元パナソニック欧州研究所所長

中山 律子

英検1級

関西大学文学部卒
長年、英語学校や公立校にて英語講師
として勤務。通訳ガイドとしても活躍

長 昴平

IELTS 7.0

明治大学卒
IELTSを専門としたオンライン授業を
展開。学生から社会人まで幅広く、オ
ンライン講師として活躍

ヌー グエン

IELTS7.5

米国リバティ大学卒業
日本の大手企業で勤務経験。
日本やアメリカで様々な仕事を経験。
現在、英語講師として活躍

安達 在嗣

IELTS7.5

筑波大生物学類卒、筑波大学生物科学
研究科修了、スイスバーゼル大学
キングスカレッジオブロンドン研究員
英語・英検・数学・算数の指導と教材
を作成。講師としても活躍

佐々木 綾菜

IELTS 7.0

オークランド工科大学卒
OKCオークランド事務所現地大学入
学手続き担当後日本OKCへ転勤
現在海外大学留学カウンセラー

水野 慎一郎

英検1級

国際基督教大学卒、中国広東省広州市
中山大学修了、筑波大学修士課程卒
香港・中国・日本・米国でweb関連や
帰国子女への進学指導など幅広く活躍

福山 敏彦

英検1級

長崎大学経済学部卒
約33年英語講師として活躍。
英検やTOEFL・大学受験の英語を指
導。英語短編小説も出版

高取 夏奈

英検1級

慶應義塾大学法学部卒業
投資会社で勤務でカナダの証券取引所
との契約書の翻訳
約15年の英語講師経験あり
ドイツ語・フランス語も取得

金丸 裕幸

英検1級

北海道教育大学教育学部卒
国立・公立中学校の英語教諭として
42年間英語教育を実践
外国人英語指導助手との共同授業や通
訳など、実務レベルで英語を活用

冨本 賢吉

TOEFL ITP 660点

中央大学法学部卒
チュースマンハッタン銀行等に勤務後、
TOEFL®専任講師として活躍

高田 晋之介

TOEFLiBT113

クイーンズランド大学在籍
オーストラリアの高校在籍中にクイー
ンズランド工科大学にて遺伝学者イン
ターンを経験

Elif Sercen
Nurcan

TOEFLiBT119

トルコ・ボアズィチ大学卒業
（トルコの東大）

明治大学修士課程修了
英語講師の他、トルコ語講師としても
活躍

岡本 元一

IELTS7.0

東京大学農学部卒業
東京大学大学院修了
主にオンライン英語講師として活躍
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上智大学法学部卒業 フランス企業勤務
の後、関西の各大学で講師を務める
趣味：日本舞踊、バレエ、食べること
私がヨーロッパで体験した文化･習慣･イ
ベントを通じて楽しく学びましょう！

フランス語担当
伊関 有里子

早稲田大学卒業 2年半フランスでパ
ティシエ留学経験
趣味：読書（日本文学）
私はフランスが大好き。フランス語の
楽しさを知っていただきたい。

フランス語担当
田中 知子

様々な仕事を経験をしながらフランス
語学校の教師 モデルや役者でも活躍
趣味：写真
フランス人は気が短いので、フランス
語は発音が大切！

フランス語担当
ピエラル
セバスチャン

獨協大学卒業 フランス留学で商業フラ
ンス語習得 お菓子本多数翻訳
趣味：お菓子作り、フランス映画鑑賞
少し手強いフランス語ですが、一緒に
楽しく学びましょう！

フランス語担当
山下 紀子

武蔵野美術大短期大学卒業 ニース大
学・トゥーロン国立美術学校修了
趣味：アート、美術館
言語を学ぶ中には楽しさも大変さもあ
ります。一緒に共有していきましょう。

フランス語担当
高野 ますみ

慶應義塾大学文学部卒業 フランス技能
検定2級
趣味：フットサル、合唱
発音矯正から試験勉強対策まで！とに
かく楽しい授業がモットーです！

フランス語担当
田中 朔也

愛知大学卒業 シェフ留学者向け初心者
からのフランス語講座を展開
趣味：読書、料理
学ぶことが好きで皆さんとのフランス
語学習を楽しみにしています。

フランス語担当
光田 雄平

国立パリ第4ソルボンヌ大学大学院卒
業 フランス企業で商品開発学術担当
趣味：シュノーケリング、料理、旅行
授業を通して世界一美しいフランス語
を一緒に楽しみましょう！

フランス語担当
清 あや子

ミュンヘン大学（日本語学、外国語とし
ての独語学）卒業講師経験30年以上
趣味：英語字幕付きの英語映画
ドイツ語は楽しいです。（ちゃんと勉
強すれば！）

ドイツ語担当
シュミット
ディータ

ドイツ・ボン大学大学院文学部アジア
研究科卒業 日本語能力試験1級
趣味：小説を書くこと、ツーリング
詩人と思想家の言語であるドイツ語を
私と一緒に学びませんか。

ドイツ語担当
リンデマ
フィリップ

東洋大学卒業 ドイツでワーキングホリ
デー経験小学生にドイツ語を教えている
趣味：語学勉強(ポーランド語勉強中)
医療、旅行関連企業を経て公的機関、
展示会、学校等の通訳翻訳を経験。

ドイツ語担当
黒岩 あずさ

大阪大学文学研究科修士課程修了
関西の大学などで講師として勤務
趣味：読書、街歩き
ドイツ語マスターになるように、一緒
に頑張りましょう。

ドイツ語担当
松浦 恵美子

青山学院大学院卒業 仏語検定一級など
資格多数 20年以上の仏語講座、通訳
趣味：読書、フランス映画、ドライブ
仏語が難しいと感じている皆さんにわ
かり易く日本語で疑問点を説明します。

フランス語担当
及川 智之

学習院大学卒業。仏語講師歴20年以上
教室運営、著名な著書も多数執筆
趣味：冠詞、ガーデニング、自転車
語学の王道は楽しみながらやることで
す。楽しくいきましょう。

フランス語担当
藤倉 正晴

JICA在外事務所員としてマダガスカル
やセネガル事務所に勤務
趣味：大型犬、薪ストーブ、スキー
アフリカでの経験も交えて実践会話を一
緒に学びましょう。

フランス語担当
古賀 一志

仏リヨン第三大学卒業 2001年来日
語学学校、高校などでフランス語講師
趣味：歴史、料理
英語以外の外国語を勉強することは将
来の強いオプションになります。

フランス語担当
ティスランド
エルベ

イエナ大学大学院卒業 ドイツにて通訳
業務、音楽家等へのドイツ語講座
趣味：音楽鑑賞
ドイツ語習得で感じた難しさや克服するま
での経験を活かして楽しくお教えします。

ドイツ語担当
安井 理恵

ドイツ企業で勤務 ミュージカル、オペ
ラ歌手、建築家の受験対策教室を運営
趣味：酵母とパン作り、ヨガ、観劇
英語の兄ドイツ語です。弟より少しこ
じらせ屋さんですが相性はバッチリ。

ドイツ語担当
内藤 志乃

ドレスデン工科大学卒、ドイツ在住は
延べ15年。日本語を教えた経験もあり
趣味：旅行、ズンバ、ピアノ、英語
ドイツ文化も取り入れた授業で、使え
るドイツ語を楽しく勉強しましょう！

ドイツ語担当
牧 美郷

上智大学外国学部ドイツ語学科、京都大
学人間環境学研究科前期課程卒業
趣味：ドイツ植物療法、ドイツ菓子作り
会話を中心に授業を行い、「話せる」
ことを目指していきます。

ドイツ語担当
山口 久美子

麗澤大学外国語学部ドイツ語学科卒業
ドイツ語技能検定試験1級
趣味：読書、映画鑑賞、旅行
一緒に頑張りましょう！

ドイツ語担当
髙橋 美香

リヨン第２大学社会学専攻、フランス
語通訳、翻訳家、講師として活躍中
趣味：フランス語、フランス映画鑑賞
皆さんとお会いできるのを楽しみにし
ています。一歩一歩頑張りましょう。

フランス語担当
メゲラビ 薫

お茶の水女子大学卒 海外で音楽アー
ティストのマネージメントを経験
趣味：クラッシック音楽、食文化、読書
それぞれの生徒さんの興味にあわせて
フランス語を学んでもらいたい。

フランス語担当
板垣 千佳子

ソルボンヌ大学大学院入学
音楽学校など仏語講師歴7年
趣味：美術館、お城巡り、水泳
コミュニケーションを取り合いながら、
寄り添った指導を心掛けて参ります。

フランス語担当
楠 藍子
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ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学卒
業 講師歴6年
趣味：ファッション、旅行、読書
8年の留学経験があり、4ヶ国語を話し
ます。第3外国語を勉強しませんか？

イタリア語担当
ローレン シェウ

オックスフォード大学ニッサン日本問題
研究所日本学専攻修了講師経験約10年
趣味：ヨガ、世界各国の料理、読書
受講生の方々にも「新たな自分」を知る
チャンスを活かしていただきたいです。

イタリア語担当
コマストリ キアラ

慶応義塾大卒。伊SDA Bocconi大MBA
コース修了 25年海外勤務
趣味：ゴルフ、ワイン、キャンプ
英語の他にラテン語を一つ勉強すると
世界が広がります。

イタリア語担当
石川 靖

フェリス女学院卒業 ヨーロッパ各地でオ
ペラやコンサートに出演 声楽教室主宰
趣味：美食・写真・スポーツ観戦
歌手活動。楽器・通訳経験があります。
伝わる伊語を一緒に勉強しましょう。

イタリア語担当
山田 麻美

ペルー国立エンリケ・グスマン・イ・
バジェ教育大学卒業 修士各種保有
趣味：料理＆ケーキ作り
楽しく勉強をしていきましょう。アニ
モ(日本語)の勉強も忘れずに！

スペイン語担当
ロンセロス
ロサリオ

ローマ大学卒業。
日本の幼稚園など講師歴8年
趣味：着物、アニメ、旅行
来日5年目、イタリア語教師として勤
務。CISLの試験も教えられます。

イタリア語担当
フランチェスカ
コンパニョネ

スペイン在住35年イタリア･サッサリ大
学卒イタリアの語学学校で日本語講師
趣味：着物リメイク セ―リング
イタリアの歌を覚えながらイタリア日
常会話を習ってみませんか？

イタリア語担当
碓田 このみ

早稲田大学卒ナポリ東洋大学留学イタ
リア語検定1級通訳･翻訳･学生語学指導
趣味：読書、映画鑑賞、カラオケ、料理
目的に合わせて楽しく語学学習ができ
るようサポートさせて頂きます。

イタリア語担当
李 閏蓮

ベネツィア大学東洋学部卒業 2005年
に来日後イタリア語講師として勤務
趣味：スポーツ全般、チェス、料理
Studiamo bene divertendoci !!! 楽
しみながら勉強しましょう！！！

イタリア語担当
ブラムッツォ
ディエゴ

東京音楽大学音楽学部卒業 東京藝術大
学修士課程修了 イタリア語検定2級
趣味：旅行、料理、ネコ
音楽のように美しく響くイタリア語の
魅力を一緒に感じましょう！

イタリア語担当
内田 珠実

イタリア生まれイタリア育ちの20歳
明治学院大学に在学
趣味：ファッション、サッカー、音楽
ファッション、食べ物、歴史など興味
のある方は是非イタリア語を！

イタリア語担当
岩上 勇太郎

ジェノバ大学建築学部卒イタリア在住
20年余日伊の企業で翻訳･通訳など経験
趣味：ラテンダンス,水泳, 建築物鑑賞
イタリア20年以上。現地の話を盛込み
ながら、楽しくレッスンしましょう。

イタリア語担当
山崎 利香

早稲田大学時代メキシコへ留学
卒業後様々な国の現地法人で活躍
趣味：中南米音楽、テニス
¡Hola! 伝えたい気持を楽しく積極的に
発信していきましょう。

スペイン語担当
窪 政明

都立高校、税関、JICA、大学など南米
スペイン語の20年以上の講師経験
趣味：登山、ヨガ、料理
その言語で好きなことをやってみま
しょう。言語に卒業はありません。

スペイン語担当
グロリア ディナ
ロブレスベラスケス

関西外国語大学博士課程修了
スペイン国立Alcara大学で文学博士号
趣味：アルゼンチンタンゴ
英語を勉強しながらスペイン語を勉強
することで相乗効果が得られます。

スペイン語担当
宍田 通泰

清泉女子大学スペイン文学科卒国際ス
ペイン語検定DELE B2（中上級）取得
趣味：旅行、料理
興味と目的意識を持って語学を学べば
色々な場面に繋がるツールになります。

スペイン語担当
佐々木 美羽

慶應義塾大学文学部卒業 16年のチリ
在住の後、スペイン語教師として活動
趣味：音楽鑑賞、ヨガ、ゴルフ
ようこそラテンの世界へ。一緒に楽し
く学びましょう。¡Vamos!

スペイン語担当
大纒 玲子

幼少期をコロンビアで過ごす 南米文化
とともに初心者から教えます
趣味：写真・ダンス
南米の文化を学ぶことは楽しいので、
言葉とともに一緒に学びましょう。

スペイン語担当
漆原 喜恵
カテリネ

名古屋外国語大学卒業 バルセロナ大学留
学日本人観光客のアテンドを長年務める
趣味：山歩き
ガウディの街からスペイン語をお届け
します！

スペイン語担当
酒井 菜穂子

長崎大学卒コロンビア生まれの日本育
ちオーストラリアでワーホリの経験
趣味：フェスティバルめぐり
言語は自分の世界を拡げます。
一緒に楽しく学びましょう。

スペイン語担当
田島 冴

トリノ大学卒業 イタリアや日本で様々
な仕事を経験、教師として経験豊富
趣味：映画鑑賞・スポーツ観戦
自分も留学経験があるので、留学する
生徒たちにもその経験を伝えたい。

イタリア語担当
サボーネ フルビオ

獨協大学卒業。長年のドイツ企業での
従事あり。ドイツ語検定2級
趣味：クラシックバレエ、時短調理
ドイツの留学･就業経験を活かし、学び
や生活など言葉の面からお手伝いします。

ドイツ語担当
岡本 しのぶ

ウィーン出身。ベルリンフンボルト大学
(日本語学専攻卒業)日本文学の翻訳多数
趣味：古典バレエ、ウィーン料理
ドイツ語を教えることは私の情熱、東京
などにある3つの大学で教えています！

ドイツ語担当
山田
クロッツダニエル

中央大学文学部卒業
東京ドイツ文化センターで長年従事
趣味：哲学、読書
初級から上級までの学習者のすべての要
求に対応します。

ドイツ語担当
吉次 基宣
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ブラジルセアラ州立大学･政策研究大学
院大学卒業埼玉県教育委員会国際交流員
趣味：旅行、料理、写真
ポルトガル語を通して新しい世界と出
会い、ブラジルが近く感じるでしょう。

ポルトガル語担当
ノゲイラ
メロワヂソン

上智大学外国語学研究科 言語学専攻(修
士)、ミーニョ大学人文科学学科(博士)
趣味：サッカー（鑑賞）、フットサル
ブラジルやポルトガルで使われ、需要
が高まる言語の一つです！

ポルトガル語担当
山田 将之

東京農業大学卒業 日本語検定１級
現在、不動産会社勤務
趣味：水泳、カラオケ（日本の歌）
外国に行くのを怖がらずチャレンジし
てください。

ポルトガル語担当
アルベス アンドレ
デ デウス ヘナト

ブラジル生まれで明治学院大学国際学部
卒 日本で翻訳業に従事
趣味：スキンダイビング、お城/神社巡り
日本とブラジルの生活や文化の違いに
ついてリアルを教えることができます。

ポルトガル語担当
川口 アリネ幸

長崎大学教育学部に国費留学
大学やJICAなどで講師経験20年以上
趣味：ネットサーフィン、旅行、料理
ブラジル出身ポルトガル語講師として入
門から上級まで20年以上教えてきまし
た。

ポルトガル語担当
長島 美梨杏

大阪大学外国語学部ポルトガル語専攻卒
ポルトガル語検定試験Celpe-Bras中上級
趣味：読書,料理,絵を書く,ハイキング
話しかけやすい、親しみやすいと思っ
てもらえる性格だとおもいます。

ポルトガル語担当
齋藤 真里奈

京都外国語大学外国語学部で英米語を学
んだ。TOEIC®780点保有
趣味： 語学学習
第二言語の学習は大事です。ポルトガ
ル語で楽しく会話しましょう。

ポルトガル語担当
前田 ヘベカ

IESAM卒、ブラジルの企業での就労、お
よび日本語教師としてボランティア活動
趣味：ビデオゲーム、アニメ
ポルトガル語の勉強を通してブラジル
の文化を知ろう！

ポルトガル語担当
ヤマザキ レナト

創価大学文学部卒業、在学中に日本語能
力試験1級（N1）取得
趣味：写真撮影、読書
言語学習を通じて異文化を理解し、新
しい世界の発見に挑戦しましょう。

ポルトガル語担当
ソウザ ルカス

M.V.ロモノーソフモスクワ国立総合大
学大学院修士課程修了
趣味：文学、植物育成、動物保護活動
一緒にロシア語の世界に楽しい旅行を
しましょう！

ロシア語担当
タンコヴィッチ
ユリア

モスクワ国立大学社会学部卒業
露英和の翻訳・通訳としても活躍
趣味：鬼滅の刃、散歩、言語学
新しい言語を覚えて、新しい世界を切
り開いていきましょう。

ロシア語担当
近藤 アンナ

東京水産大学/早稲田大学文学部卒業
ハバロフスク教育大学へ留学
趣味：アイスホッケー
ロシアはバレー、演劇、サッカーなど
のスポーツや食べ物もおすすめ。

ロシア語担当
西原 大泰

神戸市外国語大学ロシア語学修士
ロシア語検定1級 講師歴20年以上
趣味：川柳、編み物
Привет!見たことない文字の新しい世
界へようこそ！

ロシア語担当
松下 則子

モスクワ市工学物理学大学 モスクワ市
中央区文化センター日本語学校卒業
趣味：サイクリング
ロシア語学習を通して交流を深めま
しょう。

ロシア語担当
フロロフ
アレクサンドル

大阪大学医学部卒業 国立感染症研究所
勤務ロシア語検定2級
趣味：ロシア語、オートバイ
最初のハードルさえ越えられれば英語よ
り理解しやすいです。頑張りましょう！

ロシア語担当
伊澤 大

ロシア語能力検定2級 ロシア語の通
訳・翻訳・講師として活躍
趣味：ロシア映画鑑賞とシナリオの翻訳
仕事でロシア語を使ってきたので、生
きたロシア語を教えることができます。

ロシア語担当
藤堂 彰宏

東京大学理科一類在籍 専門は宇宙工学
ブラジルで18歳まで過ごす。
趣味：俳句、バイオリン、ビデオゲーム
実践をまじえながら、楽しく学んでい
きましょう！

ポルトガル語担当
大口レオナルド春樹

ブラジリア大学院卒業後、同国で助教授
東京大学大学院（国費留学生）
趣味：建築、旅行
受講生にあわせて、きめ細かにポルト
ガル語を教えます。

ポルトガル語担当
ダ シルバホッシャ
ジョアネス

ノーザンブリア大学院卒業 ポルトガル
語/日本語/英語のトリリンガル
趣味：海外旅行、ダンス、音楽、夕日鑑賞
ポルトガル語を理解できると他のロマ
ンス諸語も理解できるようになります。

ポルトガル語担当
ジャファーソアレス
デリマハファエレ

大阪外国語大学卒業、東京外国語大学･
青山学院大学司法通訳養成講座終了
趣味： 読書、旅行
生徒にあった学習でスペイン語を一緒
に習得しましょう。

スペイン語担当
塩津 みつ代

6年間メキシコに滞在 メキシコの日常
生活にや文化に精通
趣味：ダンス
現地の言葉で好きな習い事をやってみ
よう。

スペイン語担当
上野 由香

上智大学のスペイン語学科卒スペイン
語検定C2保有メキシコで通訳業務
趣味：ヨガ、映画鑑賞、ゲーム
生徒さんからの些細な質問にも丁寧に
回答し満足してもらえる授業をします。

スペイン語担当
髙橋 佐知子

2018年からスペイン在住スペイン語検
定B2有東京通信大情報マネジメント科
趣味：サッカー、サウナ、音楽、読書
日本語で丁寧にスペイン語の授業を提
供します！

スペイン語担当
鈴木 蓮

スペイン語検定試験2級 BASICO合格
企業のプロジェクトに通訳として参加
趣味：グルメ（スペイン料理）、旅行
スペイン語文法を日本人にわかりやす
く教えるのが得意です。

スペイン語担当
鈴木 雅昭
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東京芸術学部器楽科デトモルト大学卒
業／ロッテルダム大学経済学部卒業
趣味：音楽、園芸、料理
他では受けられないオランダ語レッスン
♪ビジネス英語でのコミュ練にも最適!!

オランダ語担当
徳丸 真理/エルンスト
ルシエンシェーファー

2007年東京国際大卒 2010年からオラン
ダ在住、中国語講師の経験豊富
趣味：旅行、音楽、歴史
語学を勉強すると、もっと世界が拡が
ります。

オランダ語担当
李 春麗
（リ シュンレイ）

スウェーデン国立大学卒業 ノーベル賞､
著名文学など翻訳・教育の業績多数
趣味：読書、手芸、お菓子作り
楽しく丁寧にお教えします。スウェーデ
ンに親しみを感じてくれたら嬉しいです。

スウェーデン語担当
中村冬美

大阪大学外国語学部卒 ヨーテボリ大学
で学士・修士を修了現地で日本語教師
趣味：デザイン、料理
海外に出ると世界が拡がりますよ。

スウェーデン語担当
山鹿 淳子

トルコ･ボアズィチ大(トルコの東大)卒
現在、明治大学博士課程
趣味：古本屋めぐり
他の言語は学べば学ぶほど楽しくなり
ます。

トルコ語担当
ヌルジャン
エリフセルジェン

カイナル大学･一橋大学卒業後シンクタン
クを経て日本大使館入職 5ヶ国語を扱う
趣味：SNSで世界中の友人と共有
トルコ、カザフスタン、ロシアの言語と
文化を楽しく、カラフルに教えます！

トルコ語担当
アケルケ
スルタノヴァ

カイナル大学･一橋大学卒業後シンクタン
クを経て日本大使館入職 5ヶ国語を扱う
趣味：SNSで世界中の友人と共有
トルコ、カザフスタン、ロシアの言語と
文化を楽しく、カラフルに教えます！

カザフ語担当
アケルケ
スルタノヴァ

カザフ国立大学卒業 ロシア語、英語も
堪能 2018年来日、通訳・翻訳で活躍中
趣味：散歩・写真
自然、人物、建物すべての写真が好き
です。

カザフ語担当
カリコワ
グルナズ

日本企業で多言語の翻訳通訳業務に従事
現在はウクライナ語講師として勤務
趣味：言語、心理学、アート
ウクライナの面白い問題やトピックの
会話をを大切にしています。

ウクライナ語担当
西村 ジュリア

ラトビア大学卒 大阪大学･関西大学で
も学ぶ 日本在住７年、アニメのファン。
趣味：読書、旅行、フルート演奏
バルト海に面した美しい国ラトビアの魅
力をラトビア語と一緒にお伝えします。

ラトビア語担当
マテヴィチュテ
ビルテ

モスクワ国立大学社会学部卒業
露英和の翻訳・通訳としても活躍
趣味：鬼滅の刃、散歩、言語学
新しい言語を覚えて、新しい世界を切
り開いていきましょう。

エストニア語担当
近藤 アンナ

ヴェネツィア･カ･フォスカリ大学卒業
講師歴6年
趣味：ファッション、旅行、読書
8年の留学経験があり、4ヶ国語を話し
ます。第3外国語を勉強しませんか？

アルバニア語担当
ローレン シェウ

創価大学卒業モスクワ大学留学
旧ソ連国営通信社に勤務経験あり
趣味： 料理、読書
まずは基礎から学び、話せるようにな
りしょう 。

ロシア語担当
竪山 洋子

モスクワ日本語学校卒 ロシア語と
ポーランド語のガイドとして活躍
趣味： 旅行、読書
生徒に寄り添った学習でロシア語を覚
えましょう 。

ロシア語担当
ボーリン ユーリー

サンプクトブルク国立芸術アカデミー
大学院博士課程在籍
趣味： 芸術、旅行
ロシア語で交流することの楽しさを一
緒に共有しましょう 。

ロシア語担当
山口 恵都

静岡大学大学院情報学研究科修士課程
修了 オスロ大学社会科学学部卒業
趣味：教えること
小学生から社会人まで幅広い語学を学
ぶ楽しさを伝えてきました。

ノルウェー語担当
李 敬史

東海大学文学部北欧文学科卒業 現地滞
在30年以上 ヘルシンキ市公認ガイド
趣味：JASS鑑賞、旅行、美術鑑賞
フィンランド語を楽しく勉強できるよ
う、お手伝いします。

フィンランド語担当
江口 まゆみ

東京女子大学卒業 フィンランド・トゥ
ルク大学大学院在学 ヘルシンキ在住
趣味：旅、泳ぐこと
トゥルク大学大学院フィン・ウゴル語
専攻に在籍中。特に文法が好きです。

フィンランド語担当
佐藤 彩映

ワルシャワ大学日本語学科卒業 現地の日
系企業で勤務経験あり ワルシャワ在住
趣味：日本文化、クラシック音楽、水泳
日本が大好きです。楽しく一緒にポー
ランド語を学びましょう。

ポーランド語担当
アグニエシュカ
グルシュカ

ポーランド国立大学日本学(学士/修士)
名古屋大学日本文化研修コース終了
趣味：読書、映画、絵
自分の好きな言葉を選んでチャレンジ
してください。

ポーランド語担当
キナミ
アレクサンドラ
カタジナ

サハリン国立総合大学卒業。ユジノサハ
リンスクの日本領事館や日本企業で勤務
趣味： 料理、旅行
生徒のレベルに合わせた勉強をしてい
きます 。

ロシア語担当
エレーナ
スタリツィナ

ロシア国立モスクワ言語大学外国人学部、
全国通訳案内士（ロシア語）
趣味：登山、コンビニスイーツ巡り
語学を通じてロシアを身近に感じて頂
けるようお手伝いします。

ロシア語担当
山田 美香

ロシア国立民族友好大学卒業。日本企業
で勤務後、ロシアとの貿易会社を設立
趣味：温泉、歴史
ロシアはベレー、演劇、サッカーなど
のスポーツや食べ物もおすすめ。

ロシア語担当
加藤 雅裕

神奈川大学卒業国立レニングラード大
学留学旧ソ連貿易専門商社などで勤務
趣味：カラオケ
ロシア語は最初の基礎が一番大事です。
なぜなら、難しい語学だからです。

ロシア語担当
黒田 辰男
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延边大学卒業 中学校での教師経験の後、
日本の企業に入社
趣味：料理、ドラマ鑑賞、アウトドア
貴方に合わせた勉強で、楽しく中国語
を上達していきましょう。

中国語担当
厳 春蘭
(ゲン シュンラン)

拓殖大学外国語学部卒業 10歳まで中
国で育ち中国語はネイティブレベル
趣味：料理・ゲーム・アニメ鑑賞・歌
中国での経験や学習塾の教室長を務め
た経験等を活かしてサポートしてます!

中国語担当
水田 佳蓉

杏林大学大学院卒業 自治体の中国語講
座 多くの絵本の翻訳等長年の業績
趣味：カラオケ、レザークラフト等
中国の諺で「興味は一番良い先生」楽
しく勉強すれば成長できる。

中国語担当
弭 鉄娟
（ミ テッケン）

國學院大學文学研究科日本語教育コース
博士前期課程修了日本語能力試験N1
趣味：旅行、ホットヨガ、映画鑑賞
生徒さん一人一人の特徴と目的に応じ、
最適な計画をたて丁寧に指導ます。

中国語担当
丁 文静
（テイ ブンセイ）

台湾省教育事業協会「優良教師賞」受
賞、「絵図で学ぶ中国語」主催
趣味：カンフー
語学は音声と感覚の結合、一番大切な
のは「想像力」楽しむ気持です。

中国語担当
高島 匡弘

麗澤大学卒業 1000時間以上の企業向
けなど10年以上の講師経験
趣味：小鼓・能
面白く楽しいレッスンには自信があり
ます！

中国語担当
片岡 朋子

天津外国語大学日本語学科/東京アニメ
声優専門学校卒業 声優としても活躍中
趣味：筋トレ、猫吸い
アニメ好きで声優しながら講師をしてお
ります。一緒に楽しく学びましょう！

中国語担当
馬陸 辞玉
（マリクジギョク）

中国で教師経験後、長年、日本の高校
や専門学校などで中国語教師の経験
趣味：旅行、カラオケ、ジム
中国で高校教師を経て日本に帰国後30
数年間教師として経験を積みました。

中国語担当
山本 美枝子

東京大学大学院卒業 香港、台湾に居住
経験あり中国語で日本語を教えている
趣味：編み物、パン作り
母語は日本語、初級から上級まで指導
経験あります。

中国語担当
永田 小絵

国際基督教大学教養学部卒業 中国広東
省広州市中山大学漢語進修科修了
趣味：読書、街の散策
分からない･出来ないところを丁寧に教え
ます。中国語の楽しさを共有しましょう。

中国語担当
水野 慎一郎

宇都宮大学国際学研究科修了 民間企業
で通訳･翻訳や高校で教師として活躍
趣味：旅行、ハイキング、いけばな
「聞く、話す、読む、書く」の基本を学
び、通じる中国語を身に付けましょう。

中国語担当
亀田 真生

早稲田大学卒業 青島や台湾に滞在しな
がら日本語教師を経験
趣味：お笑い、旅行、食べること
楽しくたくさん話しながら楽しく学な
んでいきましょう！

中国語担当
西川 絢子

立教大学卒業 中国上海映画撮影所入社
後、日本芸能人の映画撮影の中国語指導
趣味：料理、街歩き
わかりやすく、楽しくを大切にしてい
ます。一緒に頑張りましょう。

中国語担当
湯 亦晨
（タン イーチェン）

ハルビン市出身 國學院大學文学部卒業
日本企業で中国語講師として活躍
趣味：料理、歴史、映画
中国と日本で生活した経験があります。
丁寧に楽しく中国と中国語を教えます。

中国語担当
鐘 彩日
（チョンアヤカ）

華中師範大学外国語学院卒業
ホテル勤務等を経験
趣味：読書、ヨガ、中華料理づくり
目標をもって頑張りましょう。

中国語担当
夏 雨
（カ ウ）

北京大学卒、2015年来日、日本語検定1
級、現在、日本語と中国語の講師
趣味：スピーチ
中国語を通して日本と中国の間の一助
になれるのではないかと思っています。

中国語担当
徐 蓓
（ジョ バイ）

中国江西師範大学外国語学院日本語専
攻卒 現在岡山大学博士前期課程
趣味：音楽鑑賞、ピアノ・ギター演奏
勉強と練習を積み重ねれば夢は実現で
きます。

中国語語担当
呉 詩揚
（ゴ シヨウ）

武蔵音楽大学卒 日本企業で６年勤務後、
語学講師として独立
趣味：読書、映画鑑賞、音楽
何事も努力することが、言語習得につ
ながります。一緒に頑張りましょう。

中国語担当
呉 冠逸
（ゴ カンイ）

2007年東京国際大卒 2010年からオラン
ダ在住、中国語講師の経験豊富
趣味：旅行、音楽、歴史
語学を勉強すると、もっと世界が拡が
ります。

中国語担当
李 春麗
（リ シュンレイ）

青島大学卒 日系企業駐在員などへの中
国語指導など経験豊富
趣味：映画、伝統劇、人との思想交流
言語の勉強は、たくさん聞いて話すこ
と、そして継続することです。

中国語担当
堀川 莉

北京師範大学卒 1996年に来日
日本の商社で中国語講師を経験
趣味：旅行、読書
若いうちに多くの言葉を勉強すれば将
来楽しくなると思います。

中国語担当
方 慶紅
（高見慶桜）

四川外国語大学法政大学大学院卒業
日本の大手金融会社で25年以上勤務
趣味：旅行、ヨガ、中華料理
目的と実力に応じて教材を工夫し、言
語の裏の中国も教えます。

中国語担当
張 梅
（チョウ バイ）

中国浙江省出身東京国際大学卒
日本の企業で国際業務を中心に従事
趣味：読書、旅行、映画鑑賞、山登り
こんにちは、常に日本と中国の架け橋
になろうとしている張です。

中国語担当
張 琴娟
（チョウ キンケン）

立命館大学文学部中国文学専攻卒業
北京に留学後旅行会社の中国部門担当
趣味：料理、街歩き
まずは日常生活などから、楽しく学ん
でいきましょう。

中国語担当
間邊 泉

※注）ページ下部参照

※注）098の講師は【間邊 泉】になります。パンフレットの掲載とは異なりますのでご注意下さい。
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フォンドン大学卒業 日本企業勤務経験
多数 ベトナム語教師養成講座修了
趣味：ベトナム料理
ベトナム語は難しくなく、面白い言葉
です。ベトナム人は親切。

ベトナム語担当
グエン ティ
ビック ジェップ

貿易会社、技能実習生のサポートを経
て、日本語・ベトナム語の講師
趣味：旅行、読書、音楽
日本にないことをベトナム語で学びま
しょう。

ベトナム語担当
ラン ティ フーン

LAC HONG大学日本語学科卒業
日本在住６年 日本語を教えた経験あり
趣味：読書・料理
ベトナムのホーチミン市出身の30歳。
人の話を聞くのが得意です。

ベトナム語担当
ゲエン フック
タム

米国リバティ大卒業 米国で勤務の後、
現在、日本では英語講師として活躍
趣味：旅行
世界で活躍できる人間になりましょう。

ベトナム語担当
ヌー グエン

ベトナム生まれ。聖心女子大学大学院卒
官公庁やマスコミ関係の仕事に従事
趣味：料理、旅行、映画
ベトナム文化を体験しながら、ベトナ
ム語を勉強しましょう。

ベトナム語担当
グエン テゥー
ガン

早稲田大学卒業ベトナム百科大学卒
ベトナムでユネスコ･電通に勤務経験
趣味：スポーツ、ベトナム問題検索
日本に来日しているベトナム人を正し
く理解するようにしてください。

ベトナム語担当
堀田 剛志

ベトナム国家大学卒業 来日後人材派遣
会社などでベトナム語講師として活躍
趣味：旅行、読書、写真、文化の研究
ベトナムは美しい国です。ベトナムの
文化について深く理解してほしいです。

ベトナム語担当
グエン ティー
トウー ヒエン

上智大学法学部卒業ベトナムに15年在住
し通訳･翻訳業務に従事 TOEIC®970点
趣味：映画鑑賞、ジム通い
ベトナム語は声調・発音が大切です。ベ
トナム人に通じる発音を目指しましょう。

ベトナム語担当
鈴木 孝之

中国北京外国語大学卒ベトナム･中国･
日本企業での経験現在日本のコンサル
ティング会社に在籍中。
趣味：語学学習と教えること、旅行
ベトナム語を一緒に頑張りましょう！

ベトナム語担当
竹井 裕佳

環太平洋大学卒日本語能力試験N1取得
日本企業にて勤務経験英語指導も経験
趣味：読書（芸術・美術関連）
言語を学ぶと人生が拡がります。最初は
大変ですが習得すれば楽しくなります。

ベトナム語担当
グエン ティ
クイン チャン

嘉悦大学経営経済学部経営経済学科卒
武漢大学大学院中退日越両国の日本企
業での就労経験
趣味： 旅行、観光、読書
目標に向かって、楽しくベトナム語を
勉強しましょう。

ベトナム語担当
カオ ティ トム

福井県立大学経済学部経営学科卒
日本の大手物流会社で勤務中
趣味：ポップス鑑賞、映画鑑賞
ベトナム語を習得して、ベトナム人の
友達を作ってみませんか。

ベトナム語担当
ドン フン タオ

日本語学校卒業日本経済大学中退日本企
業勤務現在はベトナム人に日本語を教授
趣味： 旅行
外国語の勉強は大変ですが、それを乗
り越えると楽しみが得られます。

ベトナム語担当
ファン ティ クエ

IC NAGOYA日本語学校で日本語学習星
城大学経営学部入学日本語能力試験N1
趣味：映画鑑賞 料理(ベトナム・タイ)
語学勉強は大変ですが、粘り強く頑張
れば必ずマスター出来ます。

ベトナム語担当
ダォ ティ
トゥ ガン

ハノイ国家大学東洋学部日本学科卒業
日本語能力試験JLPT/N1
趣味：日本の読書 ベトナム語文書作成
ベトナム語をマスターして楽しく会話
しましょう。

ベトナム語担当
グエンタインハン

武蔵野大学言語文化専攻修士課程修了
日本語能力試験N1専門学校非常勤講師
趣味：ボランティア活動、野菜育成など
間違えやすい点や弱点を補いみなさんに
合ったリアルな教材を作成し教えます。

ベトナム語担当
ファムティ アン

ベトナム国民経済大学卒 日本で専門卒
物流会社勤務 日本語能力試験N1取得
趣味：旅行（日本国内各地）
少しでも話せると楽しくなるります。
そのための指導をお手伝いします。

ベトナム語担当
グエン ティ
フォン

ベトナム銀行大学卒九州大学大学院卒
日本語検定N1 国際労務管理団体（IPM）
趣味：外国語･文化学習、家庭菜園、料理
「Xin chao」だけでなく本格的なベト
ナム語を学びましょう。

ベトナム語担当
グエン キエウ
フウン カン

ハノイ大学ドイツ語学科卒派遣社員と
して日本のコンサルタント会社で12年
勤務。
趣味： ヨガ
ベトナム語を楽しく学びましょう！

ベトナム語担当
チャン ハン

興和日本語学院卒大阪YMCA国際専門学
校卒国立大阪教育大学 JLPT/N2取得
趣味：コーヒーを飲みながら読書
一期一会、ベトナム語を通じて日本と
ベトナムの架け橋になりたいです。

ベトナム語担当
グエン ホアン ソン

ハノイ貿易大学を中退して来日大阪大
学法学部に在学中日本語能力試験N1
趣味：動画鑑賞、読書
一緒にベトナム語を楽しく勉強しま
しょう。

ベトナム語担当
ブイ ニュン アン

長岡技術科学大学大学院修了専門学校
の通訳コース講師日本語能力検定N1
趣味：料理とパン作り
ベトナムの文化・習慣など伝えていき
ます。真面目に取組むことが大事です。

ベトナム語担当
グェン レ
クィン アン

ハノイ大学卒業後、来日10年。各語学学
校やカルチャーセンターでも経験あり趣
味：スイミング、スキー、キャンプ
基礎から発音、ショッピング、旅行や
仕事など楽しみながら、学びましょう。

ベトナム語担当
タ ー テイ イェン

ハノイ貿易大卒目白大学日本語教育学
科卒日本語能力検定N1 ベトナム語教師
趣味：日本の伝統的文化を楽しむこと
ベトナムの文化を理解できるように頑
張って教えます。

ベトナム語担当
グエン ゴック
アイン
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立命館大学経営学部国際経営学科 イ
ンドネシア語と日本語のバイリンガル
趣味：旅行
一緒に楽しみながらインドネシア語を
勉強しましょう。

インドネシア語担当
タカジョウ
ミドリ

日本大学卒業 アトマジャヤ大学へ留学
民間企業で通訳として活躍。
趣味：ヨガ、マラソン、旅行
社会や文化の様々な場面で使えるイン
ドネシア語を楽しく学びましょう。

インドネシア語担当
渡邊 真由

パジャジャラン大学/白百合女子大学
大学院卒業 10年以上日本在住
趣味：フィギュアスケート、筋トレ
言葉だけでなく、インドネシアについ
て色々なことを伝えたいです。

インドネシア語担当
アハマド
ヒスブラー

早稲田大学卒業 官公庁などで勤務 インド
ネシア語のニュース翻訳や講師などを経験
趣味：和服着付け
世界4位の人口、豊富な天然資源、可能
性に満ちた親日国の言葉を学びましょう。

インドネシア語担当
常盤 志麻

武蔵大学経済学部卒業 インドネシア語
技能検定試験B級合格/A級1次試験合格
趣味：ジャワ舞踊、ジャワガムラン
魅力あふれる国インドネシアの言語を
楽しく学びましょう！

インドネシア語担当
村岸 紀子

大阪大学大学院修了。日本やインドネシ
アの大学で講師経験がある
趣味：グルメ、旅行、さんぽ
インドネシアの文化や食べ物は魅力的で
すので、言葉とともに楽しみましょう！

インドネシア語担当
エリサ ウルファー

東京家政学院大学卒業 日本の大手自動
車会社でインドネシア語講座を担当
趣味：映画、料理、アンティーク家具
映画自然に囲まれ、豊かな文化をもつ
インドネシア語を楽しみましょう。

インドネシア語担当
ハリム
フェラワティ

日系企業の現地情人で勤務経験あり
インドネシア語で日本語も教えられる
趣味：山登り、野球、モトクロス
インドネシア語は習得しやすい言語で
す。私と共に楽しく勉強しましょう。

インドネシア語担当
リンガ ガンダ
ウィジャヤ

大阪外国語大学タイ語学科卒業
武田薬品に勤務し、タイに長年駐在
趣味：歩くこと、日本将棋
タイ語は特殊なルールがあり忍耐と辛
抱強さが求められる。一緒に頑張ろう!!

タイ語担当
千秋 久郎

大阪外国語大学タイ・ベトナム語学科
卒業 タイでのビジネス経験が豊富
趣味：スポーツ観戦ラグビー経験あり
一緒にタイ語を勉強して、タイを知っ
て貰えると幸いです。

タイ語担当
須崎 裕司

高校時代にタイに留学 トヨタ自動車や
関連会社での通訳業に従事
趣味：読書、楽器
習うより慣れの精神で楽しく学びま
しょう！

タイ語担当
田向井 ことり

タイ語担当
船原 真由美

配偶者のタイ赴任帯同時タイ語を学ぶ
タイへ赴任される方にタイ語を教える
趣味：旅行、映画・ドラマ鑑賞
タイの人は暖かく、発展途上国ですが
とてもエネルギッシュな国です。

ラムカムヘン大学院修了翻訳･通訳の仕事
に従事 タイ語･日本語講師として活躍
趣味：旅行、読書
言葉とともにタイの文化や習慣、歴史
も学んでほしいです。

タイ語担当
海道 パチャリー

技能実習生のコンサルティングなど長
年タイとの橋渡し タイ語は超上級
趣味：旅行(秘境)、美味しいものめぐり
タイ語は発声が大事！

タイ語担当
畑中 泰征

東京外国語大学インドシナ語学科卒業
裁判所で法廷通訳やタイ王国大使館勤務
趣味：タイドラマ鑑賞
タイ語は美しい曲を奏でているような
心地よい響きの言葉です。

タイ語担当
細田 明子

神田外語大学タイ語・英語専攻クラス
卒業 タイ語・ラオス語を指導
趣味：ヨガ、読書
相手の意見を聞き、自分の意見も話す、
いいコミュニケーションをしましょう。

タイ語担当
長堂 良子

タイ王国ラムカムヘン大学卒日本語能力
試験N1 2002年来日 10年前日本に帰化
趣味：映画鑑賞、生け花
タイ語を話せたらタイのことをもっと
知ることができますよ。

タイ語担当
小暮 純

シルパコーン大学、国立発展行政大学院
卒 14年間現地の大手日系企業に勤務
趣味： 旅行、料理
私の経験を活かして、楽しくベトナム
語を学んでいきましょう。

タイ語担当
鈴木ワニチャー
トンユーン

横浜国立大学卒タイ手話もできる、1年
の半分以上にタイに滞在することもある
趣味： 旅行、タイ
大好きなタイを皆さんにもっと知って
もらいたいです 。

タイ語担当
海田 直容

東京外国語大学卒業医療通訳,チェンマ
イ大学講師等タイ語教員免許保持
趣味：旅行、スキューバダイビング、料理
大好きなタイについてお話ししましょ
う。現地情報もお伝えします！

タイ語担当
上村 万里子

15年間にわたるフィリピン人へのボラ
ンティア活動を通してタガログ語を習得
趣味：旅行、ドライブ
長年フィリピン人向けボランティア経
験があり、初級～中級を教えます。

タガログ語担当
梅田 友明

南山大学卒 在フィリピン日本大使館で
勤務現地の生活文化などを教えられる
趣味：ダイビング、スキー、自転車
言語は楽しく覚えるのが一番。文化・
習慣と併せて学べば楽しさ倍増です。

タガログ語担当
古川 高志

2011年にインドネシアに語学留学・大
学留学インドネシア語レッスンを提供
趣味：洋裁、料理、バイクツーリング
インドネシア語は日本人にとって習いや
すい言語です。習得のお手伝いをします。

インドネシア語担当
笹栗多佳子

インドネシア国立ウダヤナ大学卒業
インドネシアに40年近く在住経験
趣味：サーフィン
インドネシアの実務経験と日本人視点
からインドネシア語を指導します。

インドネシア語担当
大村 寛
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釜山外国語大学から多摩美術大学に編
入･卒業。語学学校で教師として勤務
趣味：映画、絵画鑑賞
覚えることより理解を進めて授業を行
いたいと思います。

韓国語担当
ユン ユル

立教大学博士課程修了。八王子市国際
交流協会理事などで活躍。
趣味：旅行、ハイキング、登山、映画
若いうちは色々なことに興味を持って
下さい。すべて自分のためになります。

韓国語担当
崔 貞淑
（チェ ジョンスク）

慶熙大学校卒業。慶熙大学校で日本語
講師を経験。日本語能力試験1級
趣味：スノボ、映画鑑賞、読書
韓国語の文法は日本語に似て学びやすい。
K-popや食べ物など親しみやすいです。

韓国語担当
チヨン

早稲田大学中退 横浜市国際交流協会や
刑務所･拘置所の外国人通訳として従事
趣味：韓国ドラマ、自作スイーツなど
楽しめることが言語習得のパワーになり
ます。楽しみながらお勉強しましょう！

韓国語担当
大嶌 茜

梨花女子大学国際大学院博士課程修了
日本の大学で韓国語・文化の講師
趣味：映画鑑賞、登山、旅行
言語の勉強は新しい世界への扉の鍵！
楽しくて勉強しましょう。

韓国語担当
金 多仁
（キム ダイン）

東京大学大学院博士課程満期退学
NHKやコリアンサービスなどで活躍
趣味：旅行、映画鑑賞
ドラマや歌で馴染みのある韓国語を身
につけていきましょう。

韓国語担当
全 永彬
(ジョン ヨンビン)

延世大学大学院修士課程修了(言論学
修士)、琉球大学で非常勤講師
趣味：ブログ作成、動画編集
人生は一度きり。失敗を恐れず、チャ
レンジせよ！

韓国語担当
安 昌鉉
（アン チャンヒョン）

韓国昌原大学大学院修了
韓国語教員免許２級
趣味：韓国ドラマ、ヨガ
挑戦すれば自分が変われます。

韓国語担当
金 兌炫
（キム テヒョン）

大阪外国語大学卒業 JICAモンゴル事
務所で通訳としてプロジェクトに参加
趣味：旅行、語学、テニス
モンゴル語の文法は日本語と同じなの
で気軽に取り組んでみてください。

モンゴル語担当
ガンボルド
オドントヤ

モンゴル国立イレードゥイ大学卒業
日本語教師としての経験も豊富
趣味：ドライブ,ヴォーギングパフォーマー
モンゴル語にご興味のある方に出会う
ご縁を大切にしたいです。

モンゴル語担当
寺元 ギーマ

モンゴル文化教育大学日本語専攻卒業
JICAにて日本語通訳士として従事
趣味：読書、子どもに教えること
目標があれば将来は輝く。モンゴル語を
通じて大草原の美しさを感じてほしい。

モンゴル語担当
センゲー
バヤルツェツェグ

モンゴル文化教育大学で非常勤講師
東北大学大学院修士
趣味：音楽鑑賞、スポーツ
日本とモンゴルはもっと仲良く開発協
力を進めていく。

モンゴル語担当
バヤルサイハン
ナランバット

大阪大学国際公共政策研究科比較公共政
策博士後期課程修了、日本語能力試験1級
趣味：アニメ、ドラマ鑑賞
私が習得してきた言語を学ぶノウハウ
をみんなと共有できればと思います。

韓国語担当
ハン ミョンドン

韓国外国語大学日本語学科卒業 東京外国
語大学留学 長年韓国語教師として従事
趣味：WEBTOON・WEB小説
ソウル出身、講師歴15年以上。初級か
らTOPIK対策まで指導可能です。

韓国語担当
ファン ジョンア

韓国培材大学日本語学科卒業。通訳・
翻訳の経験あり。日本語上級
趣味：kpopダンス
日韓ハーフで韓国語ネイティブです。
楽しく学びましょう。

韓国語担当
竹下 実和

ソウル大学韓国語教員養成課程修了
日本語能力試験1級 講師経験10年以上
趣味：ヨガ、旅行
楽しくハングルを学び、自信を持って会
話ができるヒントを共有したいです！

韓国語担当
金 仙英
（キム ソニョン）

ネパールに7年間滞在 日常生活･文化に
精通講師を行いながら翻訳も手掛ける
趣味：自然、言語や文化を学ぶこと
ネパールの人は暖かいので、楽しく学
んでネパールのことを知ってください。

ネパール語担当
ギリ 祐子

2012年より8年間ボランティア活動の為
ネパール滞在現在講師、翻訳で活躍
趣味：読書、web制作
話す楽しさを大切にネパール語レッス
ンを毎日の習慣にしていきましょう！

ネパール語担当
高橋 伸生

九州大学修士課程修了 福岡領事館など
で20年以上講師として活躍
趣味：人と話をすることが大好きです
ネパールの言葉と共に文化や変化など
も紹介しながら楽しくやっています。

ネパール語担当
サッキャ ミナ

ネパール在住14年 医療通訳・翻訳から
ネパール語講師として11年の経歴を持つ
趣味：パン焼き(酵母からハンドメイド）
希少言語のネパール語を学び日本社会
の高度人材になりませんか！

ネパール語担当
武田 すみれ

日本で専門学校卒業後、日本で観光業
に携わりながら、通訳として活躍
趣味：旅行、映画鑑賞
ベンガル語はマイナーな言語なので、
文化とともに広げたい。

ベンガル語担当
エムデイ ミザヌル

バングラディッシュなどで10年間日本
語教師を経験 日本でベンガル語を講義
趣味：音楽（ギター）
バングラディッシュは人とのつながり
が強い国。留学経験をしてみませんか。

ベンガル語担当
今井 冬子

ダッカカレッジ卒業 立命館アジア太
平洋大学、筑波大学大学院卒業
趣味：サッカー・国内・海外旅行
言葉だけでなく文化なども楽しく学ん
でいきましょう。

ベンガル語担当
マハブブ
ムハマド

ナショナル大学(バングラデシュ)卒業
九州大学大学院卒。日本語･英語も堪能
趣味：出会い、ドライブ、人との会話
自分の存在感を次世代のため残して行
きましょう。

ベンガル語担当
モハメド
アケルザマン
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ビシケク人文大学卒業 ビシケク市日本
言語センターで日本語講師として従事
趣味：旅行、ジョギング
お母さんになってからも学生時代と同
様に毎朝のジョギングを欠かさずつづ
けています。

キルギス語担当
サグンクロワ
アセリ

オシュ国立大学附属ファイナンシャルアン
ドローカレッジ卒日本語能力試験N3取得
趣味：柔道、アニメ、言語学び
言語を学ぶことは思うほど難しくはあ
りません、一緒に色々な言語を楽しみ
ながら、習いましょう!

キルギス語担当
ベリディベコッフ
テミリクル

アザト大学卒業 縁がありALTとして来
日し国内のペルシャ語普及に尽力
趣味：読書、SUP、トレイルランニング
詩人達の美しい言葉、ペルシャ語の世
界へようこそ！

ペルシャ語担当
サレヒ サイード

東洋女子短期大学卒業 イギリス語学留
学テヘラン大学での日本語講師の経験
趣味：旅行、写真
若いうちに外国に飛び込んで、それを
楽しんでください。

ペルシャ語担当
小林 章子

武蔵野大学卒
日・英・ミャンマー語の通訳・翻訳
趣味：フラワーアレンジメント、筋トレ
留学という苦しいことを楽しんで頑張
ることで本当の自分がみつかります。

ミャンマー語担当
坂本 ミーミー

専修大学卒 約16年間ミャンマーで日本
語教師韓国語もネイティブレベル
趣味：読書
かたい勉強ではなくてフリートークで
楽しくいやりましょう。

ミャンマー語担当
伊藤 仁

ミャンマー・ダゴン大学卒 日本語教育
の経験あり日本語能力試験N2
趣味：読書、サッカー
天然資源が多いミャンマー。言葉や文
化などを楽しんで勉強しましょう。

ミャンマー語担当
ニンニン ピュー

Bogo Universityを卒業後、来日 日本語
を猛勉強し、正社員として日本企業勤務
趣味：音楽、スポ一ス、旅行
ミャンマーの文化、伝統を一番最初か
ら一緒に勉強しましょう。

ミャンマー語担当
シトマウンマウン

東京外国語大学日本語教育センター卒、
京都大学教育学部在学中日本語検定1級
趣味：読書、語学
ラオスにはいったい何があるんでしょ
う？その答えを一緒に探しましょう。

ラオス語担当
サイモンティー
ポンパサート

パナストラ大学,王立プノンペン大卒 城
西大学で日本文化を学ぶ
趣味：読書、良好、音楽
カンボジア語を勉強しながら、カンボ
ジアの文化を理解する。

カンボジア語担当
チョウン
レウチャ

2013年来日日本語検定１級
現在、三重大学工学部大学院在学
趣味：お笑い、映画鑑賞
言葉を勉強することを恐れず挑戦して
欲しい。

カンボジア語担当
ヘン トラーニン

神田外語大学タイ語・英語専攻クラス
卒業 タイ語・ラオス語を指導
趣味：ヨガ、読書
相手の意見を聞き、自分の意見も話す、
いいコミュニケーションをしましょう

ラオス語担当
長堂 良子

慶応義塾大学及び大学院卒 母校でアラ
ビア語講師 シリア滞在は２年以上
趣味：料理、映画・ドラマ鑑賞
世界では意外とメジャーな言語、アラ
ビア語を楽しく学んでみませんか？

アラビア語担当
植村 さおり

シリア出身 シリアで学校の教師やJICA
の隊員にアラビア語を教えた経験あり
趣味：アニメ鑑賞、サイクリング、編物
アラビア語とともに、アラブの豊かな
文化、歴史も楽しく学びましょう!

アラビア語担当
春日 フルード

サウジアラビア出身来日して8年
東京都市大学卒業日本語能力試験2級
趣味：新しい人との交流、中東料理
笑顔で美しいアラビア語と中東の文化
を学びましょう！

アラビア語担当
アルジャビリ
アハメド

京都外国語大学卒業 クウェートに留学経
験現在エジプト在住で翻訳家として活躍
趣味：アラビア語のニュース、小説
エジプトのギザ在住。リアルなエジプト
事情や文化についてもお教えできます。

アラビア語担当
阿比留 高広

タシケント国立東洋学大学日本語学科卒
業東京外国語大学。日本語能力試験N1
趣味：旅行、読書、ダンス、写真撮影
シルクロードの国ウズベキスタンの言
葉を一緒に楽しく勉強しましょう！

ウズベク語担当
イブラギモワ
ズライホ

日本語能力試験N1、外国語スクールで
マレー語・中国語講師として活躍
趣味：読書・テニス・ヨガ・料理
出来ると思えばできる。チャレンジし
てみましょうか！

マレー語担当
ウォン ライハン

東京外国語大マレーシア語専攻卒
マレー語の通訳･翻訳･講師の経験豊富
趣味：旅、SNS、坦々麺
はやくマルチリンガルになりたいなら
マレー語がイチオシです！Jom2 ♪

マレー語担当
飯島 葉月

上智大学卒
教育学専攻で教えることが得意
趣味：人に教えること
留学中の悩みの相談にのってあげるこ
とができます。

ミャンマー語担当
エー チャン ミェ

青年海外協力隊およびJICA長期専門家
としてタンザニアに計6年在住
趣味：写真撮影（受賞経験あり）
タンザニア在住の経験を活かし、丁寧
かつフレンドリーにお教えします。

スワヒリ語担当
浦 勇樹

ケニア在住20年。日系商社の現地支店
や旅行代理店で勤務
趣味：サファリ、映画、散歩
ケニアに20年以上滞在。スワヒリ語を
通してアフリカを知ってもらいたいです。

スワヒリ語担当
維田 美穂

ベトナム国家大学卒業 来日後人材派遣
会社などでベトナム語講師として活躍
趣味：VRゲーム、旅行
初めて学ばれる方でも分かりやすいよ
うに、楽しく学習を進めていきます。

ヒンディー語担当
森山 武

アレキサンドリア大学卒 日本名誉総領事
館をはじめとする官庁、JICAなどで活躍
趣味：料理、J-Pop、ドラマ鑑賞
“アッサラームアライクム” エジプト観光
案内の経験が遺跡などお話しできます。

アラビア語担当
ネーマ モハンマド
ヨスリ オスマン
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▮ 取消し・変更規定
＊無料体験（2回まで）後で正式申し込みされない場合でも取消料はいただきません。
＊正式申し込み後の取り消しは、お支払いいただいた登録料と4回分の授業料は返金されません。
＊4回未満の講座受講の取り消しの場合も登録料と4回分の授業料は返金されません。
＊登録料はいかなる理由があっても返金されません
＊4回の講座終了時点での取り消しの場合は取消料はかかりません。
＊4回の講座修了時点での講師変更の場合も変更料はいただきません。
＊3回以上の講師変更の場合は、新たに登録料をお支払いいただきます。
＊講座変更（例：英語から仏語に変更）の場合は新たに登録料をお支払いいただきます。
＊受講態度で公序良俗に反する行為があった場合、講座取消となり登録料と4回分の授業料は返金されません。

▮ 特記事項
＊講座はオンラインによる1対1の個人講座です。
＊講座時間は受講生と講師の希望時間を合意の上で決定されるものといたします。
＊担当講師の事情で講座続行が出来ず講師が変更になる場合があります、その場合変更料はいただきません。
＊講座をオンライン以外の対面授業で行うことは出来ません。（学校団体や企業団体は除く）
＊講師との直接交渉や公序良俗に反する行為があった場合、講座取消となり授業料の返済はいたしません。
＊講師からの直接交渉や公序良俗に反する行為があった場合、講師変更となり授業料は全額返金いたします。
＊OKCは講師と受講生が個人的・私的事情でトラブルがあった場合、一切の責任を負うことは出来ません。

▮ お申込に関して
＊講座はすべてオンラインによる１対１の個人講座です
＊講座時間は受講生と講師の希望時間を合意の上で決められるものといたします
＊希望の講師が他の予約済みで受けられない場合があります
＊第２外国語は講師を希望することが出来ます。（英語講座を除く）
（①第１希望講師、②第2希望講師、③OKCで指名）

＊正式に申し込まれる場合、無料体験を受講後にお申込みいただきます。
＊無料体験（３０分）は２回まで受けられます。無料体験後、お申し込みの可否を決定できます。
＊正式にお申し込みされる場合、申込書と登録料と４回分の授業料をお支払いいただきます。
＊登録料は最初の申し込み時にお支払いいただく費用です。（登録料はいかなる理由があっても返金されません）
＊3回以上の講師変更の場合、新たに登録料が必要となります。
＊講座変更の場合（例えば英語講座から仏語講座に変更）は新たに登録料が必要となります
＊講座の費用は毎月毎に４回分の費用をお支払いいただきます。
＊講座は基本１回60分・90分授業となります。
＊講師を変更する場合、原則４回の講座終了後となります。（公序良俗に反する場合を除く）
＊４回の講座終了後、OKCより講座続行の意思確認の連絡があります。
＊講座の続行またはキャンセルの場合も、４回の講座終了後となります。
＊４回未満で取り消しまたは講師変更の場合でも、登録料と講座４回分の費用は返金されません。
＊教材は受講生の負担となります。（教科書は実費負担、コピーはOKC負担）
＊18歳未満の受講生の場合、保護者の同意が必要となります
＊お申込み時に「お申込みに関して、費用、取消・変更規定、特記事項」をご一読の上お申し込みください。

※法人または学校団体の場合は別途相談となります

▮ 費用（税込）

＊登録料：11,000円（最初の申し込み時にお支払いいただきます）
＊60分授業：5,500円 90分授業：7,700円
＊教材：教科書は受講生が実費負担、（コピーはOKC負担）
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大阪オフィス
〒530-0001
大阪市北区梅田1-1  大阪駅前第3ビル30階

06-6341-8248
Mail： info@koryu.co.jp
Fax： 06-6341-8143

営業時間

10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

東京オフィス
〒163-0639             
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル39階

03-3340-5300
Mail：info@koryu.co.jp
Fax：03-3340-5327

営業時間

10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業
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語学講座お問合せ・お申込みはこちらから >>>
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