
※2022年度秋学期（10月開講）は全ての講座がZoomを利用したリアルタイム方式のオンライン講座となります。対面の講座は実施しません。

※7月4日時点での講座開講予定一覧です。予告なく変更することがあります。

※担当講師、講座内容、申込受付期間等の詳細は慶應外語Webサイトで7月下旬に公開します。

2022年度秋学期　オンライン開講講座一覧（予定）

語学科 レベル 講座名 サブタイトル 曜日

1 英語 入門 英語入門 Welcome to English! 月

2 英語 初級 英語初級 音読とリテリングによるオンライン英語 火

3 英語 中級 英語中級 動画ニュースによる時事英語 木

4 英語 上級 英語上級 Global Talks 金

5 英語 上級 ビジネス英語中上級 Current Topics in International Business 水

6 英語 最上級 ビジネス英語上級 International Business Communication 水

7 英語 初級 TOEIC(R) 600 文法・語彙・リスニングの基礎力増強に取り組む 水

8 英語 中級 TOEIC(R) 730 即解テクニックの実践 金

9 英語 上級 TOEIC(R) 860 ハイスコアを目指すTOEIC®演習 金

10 英語 中級 TOEFL(R) 4技能のスキルアップ 火

11 英語 上級 TOEFL(R)上級 高得点獲得実践トレーニング 木

12 英会話 入門 英会話入門 Gateway to the English World 木

13 英会話 初級 英会話初級 Think Global, Study Local 水

14 英会話 中級 英会話中級 Let's Talk More in English 火

15 英会話 上級 英会話上級 英語での最新トピックス 月

16 ドイツ語 入門 文法 はじめてのドイツ語 金

17 ドイツ語 入門 総合 楽しく学ぼう！ドイツ語 火

18 ドイツ語 初級 文法 はじめてのドイツ語 火

19 ドイツ語 初級 会話 Sprechen wir Deutsch! 水

20 ドイツ語 初級 総合 Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben 月

21 ドイツ語 中級 読解・語彙・文法 現代ドイツを読み解く 火

22 ドイツ語 中級 作文・文法 基本文型で学ぶドイツ語作文 月

23 ドイツ語 中級 会話 楽しくドイツ語 金

24 ドイツ語 上級 読解・語彙・文法 時事ニュースを読み解く 火

25 ドイツ語 上級 文学精読 ケストナーの詩とエッセイ：『大人のためのケストナー（Kästner für Erwachsene）』より 水

26 ドイツ語 上級 作文 ドイツ語でテキストを書くためのスキル 月

27 ドイツ語 上級 会話 ロールプレイ・発表・議論 金

28 フランス語 入門 フランス語会話１ フランス語を聴いて話そう１ 木

29 フランス語 入門 フランス語文法１ フランス語を正確に使うために１ 月

30 フランス語 入門 フランス語会話２ フランス語を聴いて話そう２ 水

31 フランス語 入門 フランス語文法２ フランス語を正確に使うために２ 木

32 フランス語 初級 フランス語会話３ フランス語を聴いて話そう３		 月

33 フランス語 初級 フランス語文法３ フランス語を正確に使うために３ 水

34 フランス語 初級 フランス語会話４ フランス語を聴いて話そう４ 水

35 フランス語 初級 フランス語文化（初級） フランス・フランス語圏の文化を知ろう 月

36 フランス語 中級 フランス語会話（中級） Conversation 金

37 フランス語 中級 フランス語読解（中級） 時事フランス語を学ぼう 火

38 フランス語 中級 フランス語総合（中級） DELF A2・B1 / 仏検準2級・2級 検定対策 木

39 フランス語 上級 フランス語会話（上級） 語彙と発音 火

40 フランス語 上級 フランス語読解（上級） 短編を読む 水

41 フランス語 最上級 フランス語総合（最上級） フランス語圏の「今」を考える 木

42 スペイン語 入門 スペイン語文法・読解入門 スペイン語の基礎を学ぶ 火

43 スペイン語 入門 スペイン語会話入門 ゼロからスペイン語のコミュニケーション 水

44 スペイン語 初級 初級スペイン語文法・読解 過去時制までを学びながら、読解力をつける 月

45 スペイン語 初級 初級スペイン語会話 Conversación básica 金

46 スペイン語 中級 中級スペイン語文法・読解 スペイン現地の映像を観ながら文法の復習をしましょう。 水

47 スペイン語 中級 中級スペイン語会話 表現力をつける 金

48 スペイン語 上級 上級スペイン語 接続法の世界をじっくり学びましょう！ 火

49 スペイン語 最上級 最上級スペイン語 スペイン語の筋力アップを目指しましょう！ 水

50 中国語 入門 発音・ピンイン 発音を学ぶ 火

51 中国語 入門 文法 楽しく中国語を学ぼう！ 金

52 中国語 入門 会話 話してみよう　中国語 月

53 中国語 初級 文法・読解 文法論から語用論へ 火

54 中国語 初級 文法・聴解 中国語で楽しく交流しよう！ 木

55 中国語 初級 会話・聴解 文法と会話 月

56 中国語 中級 文法・読解 きちんと知る・しっかり訳す 月

57 中国語 中級 会話 ・ 聴解 実践的会話力のレベルアップ 火
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58 中国語 上級 文法 ・ 読解（上級Ⅰ） 中国語の単語・語句・文法・表現の変化 火

59 中国語 上級 会話 ・ 聴解（上級Ⅰ） 場面別中国語会話 金

60 中国語 上級 総合A（上級Ⅱ） 中国語のリズム 月

61 中国語 上級 総合B（上級Ⅱ） 日中文化交流 木

62 中国語 最上級 総合 読解と作文（翻訳） 木

63 ロシア語 入門 ロシア語文法入門 ゼロからはじめるロシア語 月

64 ロシア語 入門 ロシア語会話入門 やさしい会話表現でまなぶロシア語 木

65 ロシア語 初級 ロシア語文法初級 楽しく学ぶロシア語の基礎 月

66 ロシア語 初級 ロシア語会話初級 シンプルな表現で楽しいロシア語会話 水

67 ロシア語 中級 ロシア語文法ステップアップ ロシア映画が分かる・聞こえる 月

68 ロシア語 中級 ロシア語会話ステップアップ 楽しい会話で語彙と表現を豊かにしよう！ 木

69 ロシア語 上級 ロシア語上級・四技能総合講座１ ロシアのTVニュースを見て聞いてみましょう 火

70 ロシア語 上級 ロシア語上級・四技能総合講座２ ロシア語会話を楽しましょう。 水

71 イタリア語 入門 イタリア語文法入門 楽しくしっかり基礎づくり！ 木

72 イタリア語 入門 イタリア語会話入門 初めてのイタリア語会話 水

73 イタリア語 初級 イタリア語初級文法 初めてのイタリア語文法 月

74 イタリア語 初級 イタリア語初級会話 楽しく学ぶイタリア語会話 木

75 イタリア語 中級 イタリア語中級文法 楽しく学ぶイタリア語文法 火

76 イタリア語 中級 イタリア語中級会話I 楽しいイタリア語会話 水

77 イタリア語 中級 イタリア語中級会話II 楽しいイタリア語会話 木

78 イタリア語 最上級 イタリア語最上級会話 深掘り会話 火

79 インドネシア語 入門 はじめてのインドネシア語（入門） ゼロからスタート、やさしいインドネシア語 水

80 インドネシア語 初級 話してみようインドネシア語（初級会話） インドネシア語で日常会話が話せるように練習しましょう 月

81 インドネシア語 初級 やさしいインドネシア語（初級） 自動詞と他動詞を学ぶ 水

82 インドネシア語 中級 使えるインドネシア語（中級） 複雑な構文を読み解く 金

83 インドネシア語 最上級 楽しくおさらいインドネシア語 文法復習と読解 木

84 アラビア語 入門 アラビア語入門 開けゴマの世界へ 月

85 アラビア語 初級 エジプトアラビア語 親しみやすい会話 金

86 アラビア語 中級 アラビア語中級 I (初中級） コツコツアラビア語 木

87 アラビア語 中級 アラビア語中級 II 知識をバランスよく 火

88 アラビア語 上級 アラビア語上級 I アラビア語をマスターしよう 月

89 朝鮮語 入門 朝鮮語入門１ 韓国語へようこそ 水

90 朝鮮語 入門 朝鮮語入門２ ハングルへようこそ 金

91 朝鮮語 初級 朝鮮語初級１ つかえる韓国語 火

92 朝鮮語 初級 朝鮮語初級２ 楽しく会話と文法を学ぶ 金

93 朝鮮語 中級 朝鮮語中級 やくだつ韓国語 火

94 朝鮮語 上級 朝鮮語上級 ノンフィクションを訳してみよう 月

95 ベトナム語 入門 文字と発音 発音が難しいと言われるベトナム語に挑戦！ 金

96 ベトナム語 中級 中級　読解 ～口承文芸の世界～ 火

97 タイ語 入門 読解／文法Ⅰ タイ語を楽しむ 水

98 タイ語 入門 会話Ⅰ 入門から大事なタイ語の発音をマスターしよう。 調整中

99 タイ語 初級 読解／文法Ⅱ タイ文字で文の読み書き 火

100 タイ語 初級 会話Ⅱ 日常表現・会話 調整中


