
「松山大学コミュニティ・カレッジ」
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教　養　講　座

講座番号
103

木曜日
19：00～20：30
（全8回）

■講座概要／企業と顧客との接点につい
て取り扱うマーケティングは、ビジネス
環境が刻一刻と変化していく今日にお
いて、その重要性がますます強調されつ
つあります。本講座では、具体的な事例
を豊富に取り入れながら、マーケティン
グ思考の基本を習得することからス
タートし、顧客に対する“消費価値”を創
造するための視点とその方法について
理解していくことを目指していきます。
※2015春期講座「マーケティング戦略セミナー～
マーケティング戦略論の基礎を習得し、実践力を身に
付ける～」とほぼ同じ内容ですが、受講生の状況等を
考慮して、学習内容を変更する場合があります。
■講　　師／河内俊樹
　　　　　　（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／5/12、5/19、5/26、6/2、
6/9、6/16、6/23、6/30　（毎週木曜）
　19：00～20：30（全8回）

■定　　員／30名
■受 講 料／7,000円
■対　　象／マーケティング戦略につい
てはじめて学ぶ方、マーケティング戦
略の知識を身につけビジネスに活用し
たい方、マーケティング戦略について今
一度学び直す必要性を感じている方

講座番号
104

火曜日
19：00～21：00
（全6回）

■講座概要／本講座では、「社員を大切に
し社員と会社が共に成長できる会社」を
「いい会社」と定義づけ、様々な企業での
ヒアリング調査や実験を繰り返した結果
をもとに、「いい会社」を生み出すドライバ
(原動力)は何なのか、どのようなメカニ
ズムでいい会社がうみだされるか、それ
がなぜ利益向上を生むのか、そして、どの
ようにすればいい会社になれるのか等、
企業の事例をもとに具体的に説明しま
す。この講座を通じて、経営の全体像を理
解することができるようになります。

■講　　師／東渕則之
　　　　　　（松山大学経営学部教授）
■開講日時／5/10、5/17、5/24、5/31、
6/7、6/14　（毎週火曜）　
　19：00～21：00（全6回）
■定　　員／30名
■受 講 料／5,000円
（別途教材費1,000円程度が初回講義
時に必要です。）

■対　　象／いい会社にしたい中小企業の
経営者、ビジネスパーソン、そのほか、経営
に関心のある方でしたらどなたでも。基礎
知識不要、きほんの「き」からお話します。
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講座番号
101

月曜日
12：30～14：00
（全8回）

■講座概要／最近、パソコンだけでなくス
マートフォン等から同じように利用でき
るインターネット上の無料サービスが
増えています。この講義では、グーグル
提供の、グーグルカレンダー、グーグルド
ライブ利用法、写真を使用した音楽付き
ムービー作成法等を講義します。パソコ
ンは大学のものを使用します。
■講　　師／光藤昇
　　　　　　（松山大学経済学部教授）

■開講日時／5/9、5/16、5/30、6/6、
6/13、6/20、6/27、7/4
　（毎週月曜：但し5/23は除く）　
　12：30～14：00（全8回）
■定　　員／30名
■受 講 料／7,000円
■対　　象／自宅でインターネットに接
続しており、パソコンで簡単な文章をタ
イプすることができる人。シニア向け。
（ただし、シニア以外の人でも受講可）

講座番号
102 教養としての経済学とゲーム理論

～ヒトと組織の意思決定問題を考える～
インターネット上の無料サービス活用法
～グーグル提供サービスの活用を中心にして～

基礎から学ぶ実践的マーケティング戦略セミナー
～顧客に提供する“消費価値”の創造について学ぶ～

基礎から学ぶ実践経営塾2016

火曜日
12：30～14：00
（全12回）

■講座概要／映像や時事ネタに基づきな
がらグループワークと講義を結びつけ、
経済学的な発想法とゲーム理論という
方法論をいろんな分野に適用し、分かり
易く解説します。大学のアカデミックな
雰囲気に浸りつつ、学習する喜び、議論
する楽しさも味わっていただけるよう、
最先端の内容を身近な問題に引きつけ、
皆さんと一緒に考えていきます。
■講　　師／松本直樹
　　　　　　（松山大学経済学部教授）
■開講日時／5/10、5/17、5/24、5/31、

6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、
7/19、7/26　(毎週火曜)　
　12：30～14：00（全12回）
■定　　員／30名
■受 講 料／11,000円（こちらで毎回資料を
準備いたしますのでテキストは必要ありませんが、講
座の内容を事前に確認されたい方は、井堀利宏
『大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる』
KADOKAWA1500円+税、川西諭『ゲーム理論の思
考法』（中経の文庫）619円＋税をお薦めいたします）
■対　　象／話し好きで、ご自身の意見や
エピソードなど提供いただける方

松山大学コミュニティ・カレッジ
2016年度
春期講座のご案内

５月開講

教　養　講　座

　「松山大学コミュニティ・カレッジ」は、市民の皆
様に広く生涯学習の場を提供し、地域社会への貢献
をめざす松山大学の生涯学習事業です。
　2016年度春期講座も、カルチャースクールとは
異なる、本学の特色を生かしたアカデミックな講座を
開講いたします。
　「松山大学コミュニティ・カレッジ」で、楽しく、
有意義な学びの時間を過ごしてみませんか？
　皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
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第１回　イントロダクション：松山大学情報システム入門、Webメール操作法、グーグルアカウント登録
第２回　情報検索の基本（テキスト検索、地図検索等）
第３回　ジーメイル（Gmail）とスケジュール管理ソフト活用法
第４回　ネット上の保存場所活用法１（グーグルドライブでの文書作成、名簿の共同編集）
第５回　ネット上の保存場所活用法２（googleフォトとスライドの活用法）
第６回　Picasaによるムービー作成法とYouTube利用法
第７回　ネット上の保存場所活用法３（表とグラフ作成）
第８回　講義まとめ：その他の暮らしに役立つサービス紹介：ネットラジオ等
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第１回　経済学とは
第２回　ゲーム理論とは
第３回　意思決定を科学すると
第４回　状況を表現するための道具
第５回　やられたらやり返すというやり方は正しいか
第６回　ダイエットはなぜ難しいか
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第１回　「いい会社経営」の指針としての成長ドライバ理論のフレームワーク（１）
第２回　「いい会社経営」の指針としての成長ドライバ理論のフレームワーク（２）
第３回　事例で学ぶいい会社への道①～介護シューズを育て介護シューズに育てられた靴製造販売会社（香川）
第４回　事例で学ぶいい会社への道②～詩を書くことで裏方のCS意識まで高めて成功した温泉ホテル（岩手）
第５回　事例で学ぶいい会社への道③～社員に任せることで主体性と自律性を引き出したカーディーラー(高知)
第６回　まとめ

第７回　いろいろな交渉術と説得術
第８回　リーダーシップとは
第９回　映画を観ながら考える
第10回　政治問題を考える
第11回　教育問題を考える
第12回　振り返りと情報交換会

第１回　マーケティングとは何か？
第２回　市場戦略の考え方(1)
第３回　市場戦略の考え方(2)
第４回　製品・サービス戦略について
　　　　　－コンセプト創造とプロモーション戦略－(1)
第５回　製品・サービス戦略について
　　　　　－コンセプト創造とプロモーション戦略－(2)
第６回　コンセプト創造に対する欲望分析の方法
　　　　　－消費財＆産業財－(1)
第７回　コンセプト創造に対する欲望分析の方法
　　　　　－消費財＆産業財－(2)
第８回　マーケティング競争と価格戦略について



教　養　講　座

文　化　語　学　講　座

講座番号
201

木曜日
12：30～14：00
（全11回）

英語でしゃべろう！
～超かんたん英語でお接待～

■講座概要／外国人を見かけると、つい
つい目をそらせていませんか？通じる
かなあ、通じないかなあ…不安は尽き
ません。でも、これもひとつの出会いで
す。お接待の精神で、声をかけてみま
しょう。この講座では実際の場面を想
定して、短い言葉で簡単に話す練習を
します。既に知っている英語を、使える
モノにするための、脳と口のトレーニン
グです。

■講　　師／岡田奈知
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／5/12、5/19、5/26、6/2、
6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、
7/21
　（毎週木曜）　
　12：30～14：00（全11回）
■定　　員／30名
■受 講 料／11,000円
■対　　象／中学校卒業レベルの英語力
のある方で、外国人とおしゃべりしたい
意欲のある方

講座番号
106

講座番号
105

ビジネスシーンですぐに使える
データ分析入門2016

火曜日
19：00～21：00
（全6回）

■講座概要／近頃、新入社員から経営者
に至るまでビジネスパーソンの間で統
計学やデータ分析への関心が非常に高
まっています。この講座では、ビジネスの
場面ですぐに使えるデータ分析のスキ
ルと考え方を、身近なExcelを主に使っ
て習得して頂きます。ビジネスパーソン
で、データはあるがどう活かせばよいか
悩んでいる方にもヒントになる内容と
思います。
　なお、受講に当たっては、Excelを使っ
たことがあれば、ほかの知識は必要あ
りません。パソコンは大学のものを使
用します。

■講　　師／東渕則之
　　　　　　（松山大学経営学部教授）
■開講日時／6/21、6/28、7/5、7/12、
7/19、7/26
　（毎週火曜）　
　19：00～21：00（全6回）
■定　　員／30名
■受 講 料／5,000円
■対　　象／Excelを使ったことがあり、
データ分析に関心のある方。統計や
データ分析に関する基礎知識は不要で
す。「きほん」の「き」からお話します。

講座番号
107

木曜日
19：00～20：30
（全10回）

講座番号
108時の流れにみる感染症と寄生虫

～入門　感染症と寄生虫の世界～

金曜日
10：15～11：45
（全8回）

■講座概要／動物絵本の基礎を築いた、
ピーターラビット絵本の作者ビアトリク
ス・ポターの生涯を、絵本作家、画家、菌
類学者、自然保護活動家、暗号日記家、
牧畜家など様々な足跡を、作品の紹介と
ともに、ポターの家ヒルトップのボラン
ティアガイドの経験を加え、楽しくひも
解いていきます。なお、本講座では原文
の英語が出てきますが、日本語で説明し
ますので、どなたでも受講可能です。

■講　　師／光藤由美子（英国ビアトリク
ス・ポター協会会員、松山おはなしの会
会長）

■開講日時／5/13、5/20、5/27、6/3、
6/10、6/17、6/24、7/1

　（毎週金曜）　
　10：15～11：45（全8回）

■定　　員／30名
■受 講 料／7,000円
■対　　象／特になし

■講座概要／伝染病とか寄生虫と耳にす
ると、ふつうは“こわいとか不気味だ”と
の印象をいだかれるでしょう。確かに
とっつきにくいものです。しかし、過ぎ
去った昔の時代を切り口にすると比較
的抵抗が少なくて入っていけるのでは
ないでしょうか。これらにわれわれ人類
は悩まされてきましたし、例えば、ジカ
感染、デング熱、エボラ出血熱、マラリア
等の報道が日々目に入る現在も無関心
ではいられません。そのような病気にか
からないためにも、この際皆で時の流
れにしたがって感染症・寄生虫をたどっ
てみませんか。

■講　　師／牧純
　　　　　　（松山大学薬学部教授）

■開講日時／5/12、5/19、5/26、6/2、
6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、7/14
　（毎週木曜）　
　19：00～20：30（全10回）
■定　　員／50名
■受 講 料／9,000円
　（テキスト：「国際医薬史入門（牧純）」を
持っていない方は、別途教材費2,050
円が初回講義時に必要です。）
■対　　象／特になし

第１回　入門　感染症とは何か
第２回　感染症とかかわる人類の歴史
第３回　日本における感染症・寄生虫の歴史概説
第４回　海外における感染症・寄生虫の歴史概説
第５回　史上重要な感染症・寄生虫各論
　　　　　　 　（１）人類を苦しめたペスト、コレラ、梅毒、赤痢菌などの感染症
第６回　　同　（２）マラリア、赤痢アメーバ、膣トリコモナスなど単細胞の寄生虫とカリニ肺炎
第７回　　同　（３）フィラリア、住血吸虫、旋毛虫など多細胞の寄生虫
第８回　　同　（４）現代日本で警戒すべき食中毒などの感染症
第９回　　同　（５）エイズなど世界を揺るがせている新たな感染症
第10回　全体のまとめ

第１回　ビアトリクス・ポターの暗号日記を解く（幼少期の思い出から青春期）
第２回　菌類学者から、絵本作家への道「ピーターラビットのおはなし」の誕生
第３回　マザーグースとポターの作品
　　　　　「リスのナトキンのおはなし」を中心にして
第４回　ポターの家ヒルトップ物語
　　　　　「こねこのトムのおはなし」「ひげのサムエルのおはなし」
第５回　自然保護活動ナショナルトラストと未発表作品妖精小人オークマン
第６回　イソップ童話を描く～「まちねずみジョニーのおはなし」など
第７回　フェアリーテイルズ未発表作品「赤ずきん」や「シンデレラ」の再話
第８回　ポターが遺した日本～ジャポニスムとポター

講座番号
202

水曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／コミュニケーション能力を
身につけるために、ネイティブ・スピー
カーの英語に触れながら、様々なトピッ
クについて学びませんか。この講座で
は、グループでのディスカッションを行
いながら、受講者が臆することなく英語
を話せるようになることをめざします。
きっと、ネイティブ・スピーカーと話す際
にも、自信を持って接することができる
ようになるでしょう。

■講　　師／Tzehaie OGBAMICHAEL
　　　　　　（松山大学非常勤講師）

■開講日時／5/11、5/18、5/25、6/1、
6/8、6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、
7/20、7/27
　（毎週水曜）　
　16：00～17：30（全12回）

■定　　員／30名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／基礎的な文法および語彙を
使用して英語で会話が出来る方。(授業
は全て英語で進めます。)
　(持参品：資料保管用ファイル・英和辞
典・和英辞典)
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第１回　声をかけよう！

第２回　乗り物に乗る、降りる

第３回　英語で足し算、引き算

第４回　自分史を作ろう

第５回　僕はキツネで君はタヌキ

第６回　温泉を楽しもう！

第７回　私が大好きな場所

第８回　旅の思い出を語る

第９回　おみくじをひきましょう

第10回　サザエさん？ドラえもん？

第11回　また会いましょう！

第１回　Getting to Know Each Other

第２回　Challenges

第３回　Choices

第４回　Adventure

第５回　Science and Medicine

第６回　Technology

第７回　Politics and Government

第８回　Animals and pets

第９回　Crime and Justice

第10回　The Environment and You

第11回　Art

第12回　Conclusion

児童文学講座
～ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポター物語～

Conversation Topics

第１回　ビジネスシーンとデータ分析の手順－ビジネスをデータ分析の問題に翻訳するコツ－
第２回　データ分析の基礎としての加減乗除とグラフ化の原則－Excelによる簡単な分析で見えてくる世界－
第３回　相関分析を体験する－関係の強さもExcelを使えば一目瞭然－
第４回　回帰分析を体験する－重要な要因や関係をExcelを使って見える化する－
第５回　数量化理論を体験する－数値になっていないデータをExcelを使って分析する－
第６回　最先端のデータ分析のさわりを学ぶ－ビジネス実践で活かす因子分析とビッグデータが拓く世界－

月曜日
19：00～20：30
（全5回）

アートリレー in 松山大学
～まち×アート・デザイン～

■講座概要／近年、国内外で、まちづくり
や地域戦略の一環としてアートやデザ
インの視点を積極的に採り入れる動き
がみられます。産業振興や観光にとどま
らない、アートやデザインの社会的意義
について、また、そうしたアートやデザイ
ンの創造・発信に必要な「場」の在り方・
つくり方について、考えてみましょう。
■講　　師／甲斐朋香
　　　　　　松山大学法学部准教授ほか

■開講日時／5/9、5/16、5/30、6/13、
6/20　（月曜）
　19：00～20：30（全5回）
■定　　員／50名
■受 講 料／4,500円
■対　　象／アートやデザイン、まちづ
くりに興味がある方ならどなたでも。
アートに関する専門知識は特に必要あ
りません。

第１回　５月９日(月) 愛媛に「創造都市」は生まれるか？ 甲斐朋香（松山大学法学部准教授）

第２回　５月16日(月) 愛媛の宝の見つけ方・磨き方・届け方 
　　　　　　　　　　  藤田雅彦（公益財団法人えひめ産業振興財団産業振興課産業振興部専門員）

第３回　５月30日(月) 道後へ来んけん！【仮】清水久嗣（どうごや番頭）

第４回　６月13日(月) 小劇場へようこそ！ 鈴木美恵子（合同会社シアターねこ代表）

第５回　６月20日(月) 人が集えば、アートがはじまる。アートで満ちれば、まちが喜ぶ。
　　　　　　　　　　  郡司島宏美（愛媛大学ダイバーシティ推進本部女性未来育成センター特命准教授）



講座番号
231 韓国語会話（初級）

木曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／韓国語の挨拶から始めます。
文法や語彙を中心に学び覚える授業で
はなく、ペアワーク、グループワーク、ロー
ルプレイを通して「豊かな会話表現」を身
につけることを一番の目標とします。
■講　　師／金昌九
　　　　　　（松山大学経済学部講師）
■開講日時／5/12、5/19、5/26、6/2、
6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、
7/14、7/21、7/28　（毎週木曜）　

　10：15～11：45（全12回）
■定　　員／20名

■受 講 料／12,000円
　（テキスト：「New西江韓国語1A(西江大学韓
国語教育院)」を持っていない方は、別途教
材費3,120円が初回講義時に必要です。）

■対　　象／2015秋期講座『初めての
韓国語～「アンニョンハセヨ」からはじ
めよう！～」』を受講した方、またはハン
グルの読み書きが出来る方

講座番号
221 「フランス風」読みからのアプローチ

木曜日
14：15～15：45
（全11回）

■講座概要／昨今のニュース報道により、
「フランス的」なものの考え方と「日本
的」なものの考え方の違いがクローズ
アップされることも多くなってきまし
た。本講座では、実際のフランス語に
触れながら、読みのポイントを押さえ
つつ「フランス的」なものの考え方を
学んでいきます。辞書を片手に日本と
の違いをワイワイ語り合いましょう！
■講　　師／越智三起子
　　　　　　（松山大学非常勤講師）

■開講日時／5/12、5/19、5/26、6/2、
6/9、6/16、6/23、7/7、7/14、
7/21、7/28
　（毎週木曜：但し6/30は除く）　
　14：15～15：45（全11回）
■定　　員／20名
■受 講 料／11,000円
■対　　象／フランス語初心者、一人で
読むことが難しい方（持参品：フランス
語辞書（アプリ・電子辞書可））

第１回　辞書の使い方のポイント・街中のフランス語
第２回　情報を読み取る1（時間・曜日）
第３回　情報を読み取る2（料金）
第４回　仏々辞典の定義を読む（関係代名詞）
第５回　多義語を正確に訳す（詩・仏検問題）
第６回　名言・格言

第７回　風刺漫画
第８回　シャンソン（日本語訳との比較）
第９回　ニュース
第10回　『星の王子様』
第11回　まとめ

第１回　電話番号は何番ですか①
第２回　電話番号は何番ですか②
第３回　どこへ行きますか①
第４回　どこへ行きますか②
第５回　映画館で映画を観ました①
第６回　映画館で映画を観ました②

第７回　昨日、学校へ行きませんでした①
第８回　昨日、学校へ行きませんでした②
第９回　銀行はどこにありますか①
第10回　銀行はどこにありますか②
第11回　大学にどうやって行きますか①
第12回　大学にどうやって行きますか②
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講座番号
232 韓国語会話（中級）

～文化理解とコミュニケーション～

火曜日
10：30～12：00
（全10回）

■講座概要／基礎的な文法を学んでおり、より実践的なコミュニケーション能力を身に
つけたいと考えている方を対象とした韓国語会話講座です。韓国人の日常生活や社会
の特徴、文化的コンテンツなどを素材やテーマにして韓国語会話を学習したい方にお
勧めのクラスです。

■講　　師／李順蓮（松山大学人文学部講師）
■開講日時／5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12

（毎週火曜）　10：30～12：00（全10回）
■定　　員／25名
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講座番号
242 ドイツ語入門～初めてのドイツ語～

火曜日
14：15～15：45
（全12回）

第１回　お元気ですか？

第２回　職業・出身地

第３回　これは何ですか？

第４回　このテーブルは大きい

第５回　趣味、自由時間

第６回　一日の行動・予定

第７回　約束の仕方・断り方

第８回　食事・食習慣

第９回　レストランで注文する

第10回　住まい・家具

第11回　意見を述べる

第12回　机の上に本があります
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講座番号
222 フランス語でたくさん話しましょう！

水曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／様々なシチュエーションにお
いてフランス語で意見や考えを述べら
れるようになることを目指す講座です。
更に現地の人との会話が楽しめるよう
なきっかけ作り・会話・発音を中心に練習
をします。どんどん話せるように頑張りま
しょう！
■講　　師／Jonathan GOUJON
　　　　　　（松山大学経済学部講師）

■開講日時／5/11、5/18、5/25、6/1、
6/8、6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、
7/20、7/27
　（毎週水曜）　
　14：15～15：45（全12回）
■定　　員／25名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／基礎文法を一通り終えた既

習者、中級レベル

講座番号
211

水曜日
18：00～19：30
（全12回）

中国語初級講座
～はじめよう　中国語の旅～

■講座概要／初めて中国語を学ぶ人を対
象にした中国語初級会話です。中国語を
使って自己紹介をしたり、買い物をした
り、基礎的な会話能力（中国語検定準４
級レベル）を身につけることを目的とし
ています。入門から初級レベルの講座
ですので、発音から開始し、単語やフ
レーズを学びます。中国文化なども併せ
て紹介します。
■講　　師／宮田さつき
　　　　　　（松山大学非常勤講師）

■開講日時／5/11、5/18、5/25、6/1、
6/8、6/15、6/22、6/29、7/6、
7/13、7/20、7/27　（毎週水曜）
　18：00～19：30（全12回）
■定　　員／30名
■受 講 料／12,000円
　（テキスト：「これでパーフェクト！新・中
国語の旅(張勤)」を持っていない方は、
別途教材費2,260円が初回講義時に必
要です。）

■対　　象／特になし
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第１回　你好（発音①・こんにちは）
第２回　给你（発音②・あげる）
第３回　您贵姓？（発音③・お名前は？）
第４回　怎么样？（いかがですか？）
第５回　乘出祖车（タクシーに乗る）
第６回　买水果（果物を買う）

第７回　访友（友人を訪ねる）
第８回　去吃饭（食事に行く）
第９回　认识新朋友（新しい友人と知り合う）
第10回　実践会話
第11回　中国文化紹介①
第12回　中国文化紹介②

第１回　イントロダクション・自己紹介

第２回　音節の長さと強弱

第３回　店の場所を説明する

第４回　連続する母音の発音

第５回　住んでいる地区を紹介する

第６回　連続する子音の発音

第７回　街の特長について話す

第８回　リエゾン

第９回　観光名所を紹介する

第10回　無音の[e]

第11回　休暇の過ごし方を語る

第12回　脱落性の[e]とその影響

講座番号
241

木曜日
18：30～20：00
（全11回）
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※この講座につきましては、教材の入荷に時間が
かかるため、講座の申込と同時に、教材購入希望
の有無を、表紙下部記載のメール、またはFAXで、
松山大学社会連携事務室までお知らせください。

ドイツ語を始めよう！
～楽しく学ぶ初級ドイツ語～

第１回　あいさつ　アルファベートと発音
第２回　自己紹介
第３回　相手のことを尋ねる
第４回　聴取練習 ／ 発音練習
第５回　パーティに誘う
第６回　趣味について話す

第７回　動詞について
第８回　聴取練習 ／ 発音練習
第９回　買い物に行く
第10回　値段を尋ねる
第11回　ノイシュヴァンシュタイン城を訪れる

■受 講 料／10,000円
（テキスト：「韓国言語文化リスニング集（白峰子ほか）」を持っていない方
は、別途教材費2,870円が初回講義時に必要です。)

■対　　象／基礎文法を習得した方で会話中心の講座を受講したい方（中級）

■講座概要／ドイツ語に触れてみたいけれども、ちょっと怖い。そんな気持ちを抱いてい
るあなたのための初心者向け講座です。ドイツ語の基礎を少しずつ確実に身につけな
がら、実用的な会話表現を中心に学びます。ドイツ語で、挨拶、自己紹介をしたり、買い
物ができるようになったりしてみませんか。

■講　　師／田淵昌太（松山大学非常勤講師）
■開講日時／5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、

7/21　（毎週木曜）　18：30～20：00（全11回）
■定　　員／20名

■受 講 料／11,000円
■対　　象／ドイツ語をまったく知らない初心者の方。かつて習ったことはあるけれ

ども、ほとんど忘れたという方。
※授業は日本語で行います。

■講座概要／この講座では、ドイツ文化に触れながらドイツ語の基礎を学びます。様々な
トピックを通じ基本的な表現を身につけます。ドイツ人とコミュニケーションをするだ
けでなく、オーストリアやスイスを旅行するときにも役立つものになるでしょう。文法
にとらわれない、会話を中心とした講座です。ドイツ語を学びませんか？

■講　　師／Oliver ABERT（松山大学経済学部講師）
■開講日時／5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、

7/26　（毎週火曜）　14：15～15：45（全12回）
■定　　員／20名

■受 講 料／12,000円
■対　　象／若干のドイツ語学習歴のある方

※この講座につきましては、教材の入荷に時間がかかるため、講座の申込と同時に、教
材購入希望の有無を、表紙下部記載のメール、またはFAXで、松山大学社会連携事務室
までお知らせください。

第１回　韓国大衆交通－バス
第２回　韓国大衆交通－地下鉄
第３回　伝統家屋とオンドルの部屋
第４回　下宿屋
第５回　生活情報誌

第６回　面接試験
第７回　支払い用紙
第８回　美容室
第９回　深夜ショッピング
第10回　在来市場
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お申し込み方法

2016春期受講申込書（FAX・郵送共通）

受 講 対 象 者

お申し込み方法

切り取り線A（郵送用）

切
り
取
り
線
Ｂ（
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
用
）

各講座の内容に関心のある方は、年齢・性別を問わずどなたでも受講できます。
（但し、松山大学生は受講できません）

申込締切日　2016（平成28）年 ４月20日（水） 15：00必着
１.受講申込
郵送での申し込み

FAXでの申し込み

①下記の「受講申込書」に必要事項を記入してください。
②「受講申込書」を切り取り線Aに沿って切り取り、郵送してください。
　郵送先　〒790-8578　松山市文京町4-2　松山大学社会連携事務室「松山大学コミュニティ・カレッジ」係

2.受講可否のお知らせ

3.受講料納付・受講

①下記の「受講申込書」に必要事項を記入してください。
②「受講申込書」を切り取り線Bに沿って切り取り、FAXしてください。
　FAX番号　089-926-7973（4月3日まで）、 089-926-8244（4月4日から）

受講申込者数が定員を上回った場合は抽選となります。締め切り後、受講許可・不許可通知を発送いたします。また、受講を許可され
た方には、あわせて講座のご案内（開講教室・受講上の注意等）をお知らせします。
締め切り後、一定の人数に達しない場合は、開講を中止する場合があります。中止の場合は申込者に通知いたします。

受講上の注意
・受講は受講を認められたご本人のみ可とします。受講の権利を第三者へ貸
与・譲渡することはできません。
・講師や他の受講生に迷惑のかかるような行為があった場合には、受講をお
断りする場合があります。

履修証明プログラムとは、学校教育法等に基づき、本学が指定する特別講習・大学授業・公開講座を120時間以上履修し、修了要件
を満した場合に「履修証明プログラム修了証書」が授与されるものです。受講費用は46,000円（登録料10,000円、受講料36,000
円）です。平成28年度履修証明プログラム「再チャレンジ・プログラム」には2016春期コミュニティ・カレッジの講座も全て含ま
れています。詳細はホームページに掲載しております。『松山大学履修証明プログラム』で検索してください。

受講料について
・表示の受講料金は全て税込みです。
・本学または講師の都合により、講座を期間途中で中止する場合は、受講料・教
材費等の全額ないしは一部を返金いたします。

受講のキャンセルについて

休講について
・講師の都合や悪天候などにより、やむを得ず休講することがあります。この場
合は原則別の日に補講を行います。
・台風等の悪天候により休講する場合は、松山大学ホームページの『 Important 
Information（重要なお知らせ）』にてお知らせするとともに、教室前にも掲示
します。ホームページをご覧になれない方は、社会連携事務室までお電話にて
お問い合わせください。
（【松山大学ホームページURL】http://www.matsuyama-u.ac.jp/）

通学の交通手段について

松山大学コミュニティ・カレッジ
講座番号 講座名

ご住所

フリガナ 性別

お名前 生年月日
（西暦）

男　・　女

19　　年　　月　　日

ご連絡先
自宅電話番号　（　　　 ）　　　 ｰ

〒　　　ー

職業（該当する番号に○をつけてください）
1. 公務員　2．会社員　3．自営業　4．主婦
5．アルバイト・パート　6．契約社員（派遣・臨時含む）
7．学生　8．無職　9．その他携帯電話番号　　　　ｰ　　　　　ｰ

個人情報保護について

　お申し込みにあたりお知らせ

いただいた個人情報につきまし

ては、松山大学にて厳重に管理

し、受講に関する連絡等に利用

いたします。その他、松山大学コ

ミュニティ・カレッジからの講座

案内の発送や個人を特定しない

統計等の調査を行うために利用

することもあります。あらかじめ

ご了承ください。

・通学にあたっては、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
・自転車やバイクをご利用の方は、所定の場所に駐輪してください。遵守できな
い方は乗り入れをお断りすることがあります。
・自動車でのご来学は、「自動車乗り入れ許可申請書」を提出し、許可された方
のみ可とします。（詳細は受講許可通知でお知らせいたします）

・受講許可となった方には、受講料振込用紙を送付いたします。必ず所定の振込用紙で納入期限内に受講料を振り込んでください。
（銀行振り込み。振込手数料は各自でご負担いただきます。一部手数料不要の金融機関もあります。）
・講義第1回目に、講義教室にて受講者証をお渡しします。

・開講前に受講をキャンセルする場合は、必ず早めにご連絡ください。
・開講後にご本人の都合によりキャンセルされる場合は、受講料の返金ができ
ません。

※ホームぺ－ジからもお申し込みいただけます。　松山大学ホームページ　http：//www.matsuyama-u.ac.jp/

履修証明プログラム受講生募集中（４/７㈭ 12:00まで）その他お知らせ
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