
令和２年度 静岡県立大学社会人学習講座【スター精密株式会社協賛】 

“Are you talking to me ?” 
  俺に言ってるのか？-映画『Robert de Niro, Taxi Driver』より 

映画でスピーキング“力”をアップ!! 

静岡県立大学 地域経営研究センター 
 住所： 〒422-8526 静岡市駿河区谷田 52-1 

TEL：054-264-5400 FAX：054-264-5402 / E-mail：crms@u-shizuoka-ken.ac.jp 

 ホームページ⇒https://crms.u-shizuoka-ken.ac.jp/ 

社会人学習講座の最新情報・詳細は地域経営研究センターホームページをご覧ください。 

講義内容・スケジュール 

9月 19日（土） 

 

 

10:30～12:00 

Class 1: Awkward conversations and icebreakers 

スムーズな会話の始め方 
We will look at what phrases make a conversation 
awkward, and what make for good icebreakers by using 
example scenes from a comedy. Tone, pauses and stress 
patterns will be very important through-out this seminar. 

12:00～13:00 Lunch Break 昼休み 

13:00～14:30 

Class 2: On the job conversations 職場での会話 
Scenes will highlight discussions between coworkers 
and/or management and serve as examples in creating 
new, authentic speaking practice opportunities for the 
business environment. 

9月 26日（土） 

 

10:30～12:00 

Class 3: Misunderstandings 誤解を招かない会話 

We will look at how scenes from dramas/soaps can 
provide natural phrasing to help express oneself clearly 
and compassionately to prevent cultural 
misunderstandings. 

12:00～13:00 Lunch Break 昼休み 

13:00～14:30 
Class ４: Medical terms メディカルターム 

Scenes will feature useful medical terms for use abroad in 
emergency situations. 

対象・おすすめの方 英語表現を学びたい方。洋画に興味のある方。 

講 師 紹 介 

【講 師】Kinsella Valies (キンセラ バリース) 

静岡県立大学言語コミュニケーション研究センター 特任講師 

フォンティス大学（EFL）を卒業後、メアリーイマキュレットカレッジ、リムリック大学で応用言語学 

修士号取得。日本大学および明治学院大で教鞭を執る。 

【研究分野】第二言語習得研究、言語学（タスクベース）、授業資料研究 

会 場 
静岡県立大学 草薙キャンパス (住所：静岡市駿河区谷田 52-1) 
一般教育棟 3階 STUDIO（2310講義室） 

受講料・定員 7,840円・15名程度 

申込締切 
令和 2年 9月 7日（月）※講座申込は定員になり次第締め切らせていただきます。 
定員に余裕がある場合は締切日を延長することがありますのでお問い合わせください。 

お問合せ 
お申込み 

地域経営研究センターまで。受講には事前にお申込みが必要です。ホームページ上の 
フォームよりお申込みください。本紙裏の受講申込書もご利用可能です。 



地域経営研究センター 社会人学習講座 事務局 宛 
 

私は、「静岡県立大学大学院社会人学習講座」で開講される次の講座の受講を申し込みます。 

 

1. 受講申込講座 

会  場 講座名  申込締切 

静岡県立大学 

草薙キャンパス 
“Are you talking to me ?” 
映画でスピーキング“力”をアップ!! 

令和 2年 9月 7日（月） 

 

2. 申込受講者情報 
以下項目にご記入・ご入力いただき、下記受付へメール・FAX・郵便などで送付してください。メール・FAX

にて返信いたします。申込後１週間たっても返信がない場合は、お手数ですが地域経営研究センターまで 

お問合せください。 

（ ふ り が な ） 

氏   名 
（                      ） 

 
性別 

男性 □ 

女性 □ 
年齢   歳 

資   料 

送 付 先 

住   所 

〒      － 

 

 

（ 自宅 ・ 勤務先 ・ その他 ） 

Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｆ Ａ Ｘ  

携 帯 電 話  

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ                       ＠ 

連絡先指定 
連絡は通常電子メールで行います。ご希望の連絡方法がある場合は以下に○をつけてください。    

TEL ・FAX ・ 携帯電話 ・ その他  (               ） 

所  属                                            

3. 受講申し込み理由、講座へのご希望等あればご自由にご記入ください。講座の参考にさせていただきます。 

 

 

 記入日： 令和   年   月   日 

＜ 問合せ・申込書 受付 ＞ 

静岡県立大学 地域経営研究センター 
住所：〒422-8526 静岡市駿河区谷田 52-1 

TEL：054-264-5400 FAX：054-264-5402 
E-mail：crms@u-shizuoka-ken.ac.jp 

ホームページ URL⇒https://crms.u-shizuoka-ken.ac.jp/ 

 
※ご記入いただいた情報は、静岡県立大学地域経営研究センターにて正確に管理し、本講座もしくは地域経
営研究センター事業に関する目的以外の利用はいたしません。また、申込者の同意がある場合及び行政機関
などから法令等に基づく要請があった場合を除き、第三者への提供又は開示をいたしません。 


