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教　養　講　座

松山大学コミュニティ・カレッジ
2016年度
秋期講座のご案内

10月開講

　「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年度秋期講座は、本学の特色を生かした従
来の講座に加え、俳句講座、IT基礎講座、歴史社会
学などを新たに開講いたします。
　「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。

講座番号
111 新しい経済学から見たアベノミクスと株式投資入門

～日本経済とファイナンスを見る眼を養う～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／経済学は銭勘定でとかく小
難しいと考えられがちです。そこでこ
の講座ではそのイメージを一新し、よ
り身近に感じていただこうと思います。
まず世界経済におけるアベノミクスの
位置付けを易しく解説、さらに今後の
趨勢を占います。その後はパソコンを
使って地域経済を学び、最後に株価
データを基に実際に株式投資分析の作
業を行っていただきます。パソコンは大
学のものを使用します。

■講　　師／松本直樹
　　　　　　（松山大学経済学部教授）
■開講日時／10/4、10/11、10/18、
　10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、
　11/29、12/6、12/13、12/20
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／30名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／Microsoft Excelの基礎をご
存知で、少し応用してみたいと考えてお
られる方

第１回　教養としての経済学
第２回　経済政策の理論と現状
第３回　アベノミクスとは何なのか
第４回　パソコンと地域分析
第５回　パソコンと地場産業分析
第６回　表計算の基礎（1）

第７回　表計算の基礎（2）
第８回　データ分析の基礎（1）
第９回　データ分析の基礎（2）
第10回　テクニカル分析
第11回　ポートフォリオ分析
第12回　まとめ
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講座番号
112 競争戦略の考え方～市場ポジション別の戦い方～

月曜日
19：00～20：30
（全6回）

第１回　リーダーの戦略
第２回　チャレンジャーの戦略（1）2種類の差別化
第３回　チャレンジャーの戦略（2）不協和戦略
第４回　ニッチャーの戦略
第５回　フォロワーの戦略
第６回　事業の定義
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講座番号
109 iPhone、iPad共通無料アプリの活用法

～グーグル提供アプリとiMovieを中心にして～

木曜日
12：30～14：00
（全7回）

第１回　イントロダクション：iPhone、iPadの基本操作、Wi-Fi設定等
第２回　GmailとGoogleカレンダー活用法
第３回　Googleマップ活用法
第４回　Googleドライブ活用法：文書・写真・映像の保存と閲覧
第５回　Googleフォト活用法、YouTube活用法
第６回　iMovie活用法：ムービー作成法
第７回　まとめの講義、ネットラジオの聴き方、LINE等
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講座番号
110 IT基礎講座『パソコンとIT機器、もっと活用術』

～スマホやタブレットとの違いを理解しながらパソコンを好きになりたい！～

水曜日
18：30～20：00
（全8回）

■講座概要／いまやITの世界はスマホ全盛
期。スマホ、タブレットの利用人口が激増
し、『もはやパソコンは不要』と言う人もい
ます。でも『船が陸を走れない』『自動車が
空を飛べない』ように、各機器にも得手不
得手があるのです。今回は各IT機器の特徴
を各所に織り交ぜながら、パソコン活用
法とITの基礎を紹介していきます。パソコ
ンは大学のものを使用します。
■講　　師／橘 雄司、中田 めぐみ
　　　　　　（共にジョー・ブランド）

■開講日時／10/5、10/12、10/19、
　10/26、11/2、11/9、11/16、11/30
　（毎週水曜：但し11/23は除く）　
　18：30～20：00（全8回）
■定　　員／60名
■受 講 料／7,200円
■対　　象／初心者～キーボード入力が
できる程度の方を主な対象とします。
上級者には物足りないかもしれません。
シニア向け。（但し、シニア以外の方でも
受講可）

第１回　ITのいろは ～IT機器の仕組みと操作の基本、およびインターネットの基本～
第２回　インターネット活用術 ～便利なツールでインターネットを賢く使う～
第３回　Word基礎 ～ビジネスでもプライベートでも使える文書の作成～
第４回　Word応用 ～イラストや写真を駆使して『マイアルバム』を作ってみよう～
第５回　Excel基礎 ～日常でも使いたくなる表計算の基本～
第６回　Excel応用 ～超簡単に集計や表作成を可能にする技～
第７回　画像処理 基礎の基礎 ～デジカメやスマホからの写真取り込み、加工の基本～
第８回　ITの「コレ、知らなかったかも？」 ～Windowsの便利ワザとIT機器活用術～
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■講座概要／iPhone、iPadで共通する無
料アプリの中で、グーグル提供アプリと
iMovieを中心に講義します。具体的に
は、グーグル提供の、Gmail、グーグルカ
レンダー、グーグルマップ、グーグルドラ
イブ、グーグルフォト等の利用法、iMovie
を利用したムービー作成法等を講義し
ます。学内無線LANを使用してインター
ネットに接続する予定です。
■講　　師／光藤昇
　　　　　　（松山大学経済学部教授）

■開講日時／10/6、10/13、10/20、
　10/27、11/10、11/17、11/24
　（毎週木曜：但し11/3は除く）　
　12：30～14：00（全7回）
■定　　員／20名
■受 講 料／6,300円
■対　　象／タップ、フリック、ピンチ等の
基本操作ができ、文字入力ができる方。
iPhone又はiPadをご持参できる方を対
象とした講座です。

■講座概要／経営戦略は全社戦略と競争
戦略（事業戦略）に大別されますが、
今回の講座では競争戦略について学び
ます。市場における地位（リーダー、チャ
レンジャー、ニッチャー、フォロワー）
ごとに競合他社といかにして戦うのか
（あるいは戦わないのか）、事例を交え
ながら説明していきます。

■講　　師／吉野直人
　　　　　　（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／11/7、11/14、11/28、
　12/5、12/12、12/19
　（毎週月曜：但し11/21は除く）　
　19：00～20：30（全6回）
■定　　員／40名
■受 講 料／5,400円
■対　　象／特になし



教　養　講　座

文　化　語　学　講　座

講座番号
212 中国語初級講座　後編

～話して楽しむ　中国語の旅～

火曜日
18：00～19：30
（全12回）

第１回　ガイダンス・自己紹介
第２回　去吃饭（食事に行く）
第３回　认识新朋友（新しい友人と知り合う）
第４回　开车（車を運転する）
第５回　志愿者活动（ボランティア活動）
第６回　去网吧（ネットカフェへ行く）

第７回　看病（診察を受ける）
第８回　看演出（コンサートに行く）
第９回　道别（お別れを告げる）
第10回　振り返り・実践会話
第11回　中国文化紹介①
第12回　中国文化紹介②
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講座番号
213 さらなる中国語

金曜日
10：15～11：45
（全10回）

第１回　発音①母音と子音
第２回　発音②声調とリズム
第３回　文法　文成分や修飾語の配列
第４回　会話①パッチワーク
第５回　会話②パッチワーク

第６回　会話③パッチワーク
第７回　中国の旅①　出国からチェックインまで
第８回　中国の旅②　両替してレストランへ
第９回　中国の旅③　買い物と値切り
第10回　中国の旅④　トラブルに対処
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講座番号
203 英語でしゃべろう！！～超お手軽英語でお接待～

木曜日
12：30～14：00
（全11回）

第１回　さわやかな秋晴れ
第２回　ガチな趣味
第３回　いまどきの世の中
第４回　旅は道連れ

第５回　テレビと映画
第６回　家庭のあれこれ
第７回　健康の秘訣
第８回　僕の仕事は黒板消し

第９回　ファッションのこと
第10回　グルメな話題
第11回　理想の住まい
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講座番号
204 Let’s Talk

水曜日
16：00～17：30
（全11回）

講座番号
115

講座番号
116 児童文学講座～イギリスおはなしの旅～

超初心者のための俳句入門
－作句の基本から句会、作品集づくりまで－

金曜日
10：15～11：45
（全10回）
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講座番号
113 武道・格闘技の歴史社会学

～近代化と混成化の視点から～

月曜日
19：00～20：30
（全6回）
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講座番号
114

ムシ・ムシ・ムシ－この世は虫だらけ、
すなわちWORLD IS WORMY！
～寄生虫と衛生害虫･衛生動物の過去･現在･未来～

木曜日
19：00～20：30
（全9回）

第１回　「ムシ・ムシ・ムシ」－この世は虫だらけ、又は「虫・無視・無私」のこと、この意味
第２回　WORLD IS WORMY！とは、寄生虫･衛生害虫･衛生動物との違い、それぞれの代表例：サナダムシ；ダニ、シラミ、蚊；毒蛇、フグ
第３回　日本における寄生虫･衛生害虫･衛生動物のあらまし（寄生虫と衛生害虫･衛生動物の過去･現在･未来）
第４回　海外における寄生虫･衛生害虫･衛生動物のあらまし
第５回　人類を悩まし続けている寄生虫･衛生害虫･衛生動物　（１）ホタルイカ、ハチ、ハエ、ゴキブリ、ネズミ等
第６回　　同　（２）トリパノソーマ、リーシュマニア、赤痢アメーバ（細菌性赤痢とは別）、膣トリコモナスも寄生虫；学問的に寄生虫からはずされたカリニ肺炎の病原体
第７回　　同　（３）危険な生肉の摂取　肺吸虫、有鉤条虫、無鉤条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寄生虫･衛生害虫･衛生動物
第９回　まとめ：“正確な知識が最高のワクチン”＝国内外で気をつけること
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■講座概要／本講義では初めに柔道やボ
クシングの歴史を例に、近代スポーツ
とは何か？を解説していきます。続い
て明治～昭和初期における日本武道家
vs.西洋格闘家の異種格闘技戦の歴史
を例に、出自の異なる近代スポーツが
混じり合うことで、どのような新しい
文化が生み出されるのかを考えていき
ます。

■講　　師／池本淳一
　　　　　　（松山大学人文学部講師）
■開講日時／11/7、11/14、11/28、
　12/5、12/12、12/19
　（毎週月曜：但し11/21は除く）　
　19：00～20：30（全6回）
■定　　員／100名
■受 講 料／5,400円
■対　　象／高校卒業程度の理解力のある方

第１回　近代スポーツの特徴－古代オリンピックとの比較を通じて－
第２回　日本武道の近代化
第３回　ボクシングの近代化
第４回　異種格闘技戦に見るハイブリットな近代①－ペリー水兵vs.力士
第５回　異種格闘技戦に見るハイブリットな近代②－流浪するボクサーvs.新進気鋭の講道館員
第６回　異種格闘技戦に見るハイブリットな近代③－もう一人の「嘉納」ともう一つの近代スポーツ

■講座概要／「ムシ・ムシ・ムシ」とは、この世
は虫だらけ、又は「虫・無視・無私」（この解題
は第1回目の講義で）のことである。（すなわ
ちWORLD IS WORMY！ ）
これまで日本人は、寄生虫、衛生害虫といっ
た病害生物や衛生動物に悩まされ、それな
りに対応してきた。国際交流の頻繁な現在の
日本において、それらの重要性は益々高まり
をみせている。その意味で、これらはわれわ
れにとり「古くて新しい問題」といえる。この
講座では、受講者とともに、日本のかかわる
寄生虫と衛生害虫･衛生動物の過去・現在・
未来を改めて考えなおしてみたい。
※2016春期講座に時間の関係で扱えな

かった多数の寄生虫をとりあげる。衛生害虫
と衛生動物は全く新しい内容である。
■講　　師／牧純（松山大学薬学部教授）
■開講日時／10/6、10/13、10/20、
10/27、11/10、11/17、11/24、
12/1、12/8
（毎週木曜：但し11/3は除く）
19：00～20：30（全9回）

■定　　員／30名
■受 講 料／8,100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／身近な例から入っていける
極めて入門的な内容

■講座概要／世界的に有名な絵本や子ど
もの本が豊富であるイギリス児童文学
へいざなう講座で、スライドによるイギ
リスの風景写真を見ながら、旅気分に
ひたって、そこで育まれてきた昔話、民
話、伝説の語りを聞いていただきます。
ストーリーテリング（語り）を楽しみなが
ら、文化的風土的背景を学び、より深い
理解を促します。
■講　　師／光藤由美子（松山おはなしの
会会長、日本イギリス児童文学会会員）

■開講日時／10/7、10/14、10/21、
　10/28、11/4、11/11、11/25、
　12/2、12/9、12/16
　（毎週金曜：但し11/18は除く）　
　10：15～11：45（全10回）
■定　　員／30名
■受 講 料／9,000円（テキスト：「おはな
しの帽子－イギリスおはなしの旅」（創風社）
を持っていない方は、別途教材費1,400円
が初回講義時に必要です。)
■対　　象／特になし

第１回　イギリス児童文学とハーブ－ハーブ愛好家をゲストに招いて－

第２回　イギリスで児童文学を学ぶ－50代の大学院留学体験

第３回　イングランド中部の旅－イギリスの民話「おばあさんと豚」、伝説「ゴダイバ夫人」

第４回　ウェールズへの旅－アーサー王伝説から「眠れる王」

第５回　湖水地方－グラスミアにあるストーリーテラーズ・ガーデンの語り手

第６回　イングランド北部－妖精物語への旅－

第７回　イギリス怖い話特集、「ふしぎなお客」「元気な仕立屋」

第８回　イギリス笑い話特集、イングリッシュジョーク、「かしこいゴッダムの人々」

第９回　民話の宝庫スコットランドへの旅－伝承の語り手、ストーリーテリングセンター

第10回　ストーリーテリング・フェスティバル　語りの祭り―イギリスの語り手たち

■講座概要／外国人を見かけると、うつ
むいていませんか？聞き取れるかなあ、
話せるかなあ…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、世界各地から来られる方々
に声をかけてみましょう。この講座で
は、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「使える英
語」にするための、脳と口のトレーニン
グです。今回は、簡単なリスニングで耳
も鍛えましょう。

■講　　師／岡田奈知
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/6、10/13、10/20、
　10/27、11/10、11/17、11/24、
　12/1、12/8、12/15、12/22
　（毎週木曜：但し11/3は除く）　
　12：30～14：00（全11回）
■定　　員／30名
■受 講 料／11,000円
■対　　象／初級（中学校卒業程度の英
語力がわかる方で、外国人とおしゃべ
りする意欲のある方）

■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／10/5、10/12、10/19、
　10/26、11/2、11/9、11/16、
　11/30、12/7、12/14、12/21
　（毎週水曜：但し11/23は除く）　
　16：00～17：30（全11回）
■定　　員／30名
■受 講 料／11,000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　Junk Food
第２回　Baths and Bathing
第３回　Bullying
第４回　How Often…?

第５回　Capital Punishment
第６回　Climate Change
第７回　Natural Disasters
第８回　Would You Ever…?

第９回　Vegetarianism
第10回　Poverty
第11回　Hospitals

■講座概要／初級の基礎を復習・確認し
ながら、会話などに挑戦しましょう。
まずは、発音や文法に自信をつけると
ころから始め、その後、手持ちのセリ
フや語句などのパッチワークで架空の
会話で応用能力に自信をつけます。最
後に、中国を旅するという想定での会
話を楽しみながら、実践的な中国語力
を身につけます。
■講　　師／増野仁（松山大学名誉教授、
非常勤講師）

　李　偉（松山大学人文学部講師）
　川澄哲也（松山大学経済学部准教授）
■開講日時／10/7、10/14、10/21、
　10/28、11/4、11/11、11/25、
　12/2、12/9、12/16
　（毎週金曜：但し11/18は除く）　
　10：15～11：45（全10回）
■定　　員／20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／初級の学習経験のある方

■講座概要／基礎的な学習を終え、中国
語能力をステップアップしたいと考え
る人を対象にしています。日常会話の
頻出フレーズを用い、文法についても
丁寧に説明しながら初級レベルの中国
語会話を学習します。中国文化の紹介
も予定しています。

■講　　師／宮田さつき
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/4、10/11、10/18、
　10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、

　11/29、12/6、12/13、12/20
　（毎週火曜）　
　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／2016春期講座を受講した
方、または基礎的な中国語の能力（発
音・自己紹介ができる程度）を有する方

火曜日
14：15～15：45
（全8回）

第１回　俳句の基本的なルール
第２回　季語の役割とは
第３回　俳句の型や切れについて
第４回　俳句の歴史について

第５回　ルールは破るためのもの
第６回　吟行会体験
第７回　作品集を編む
第８回　句集を味わう
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■講座概要／俳句は世界に誇れる小さな
詩。そんな俳句の簡単な作り方を学び
ながら、毎回句会を行い、俳句や俳句
を使ったコミュニケーションの楽しさ
を体験します。最後にこの講座から誕
生した俳句を使って、作品集づくりを行
います。
■講　　師／キム・チャンヒ（ハイクライ
フマガジン『100年俳句計画』編集長）

■開講日時／10/25、11/1、11/8、
　11/15、11/22、11/29、12/6、12/13
　（毎週火曜）　
　14：15～15：45（全8回）
■定　　員／20名
■受 講 料／7,200円
■対　　象／俳句づくりや句会の経験の
無い（少ない）初心者の方



講座番号
235 韓国語会話（中級）

～文化理解とコミュニケーション～

火曜日
10：15～11：45
（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／張栄順
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/4、10/11、10/18、
　10/25、11/1、11/8、11/15、
　11/22、11/29、12/6　（毎週火曜）
　10：15～11：45（全10回）

■定　　員／20名
■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)

第１回　お昼の食事の文化
第２回　焼肉文化
第３回　携帯文化
第４回　インターネットゲーム
第５回　お見合い

第６回　薬局
第７回　健康ブーム
第８回　韓国の季節感覚
第９回　一才のお誕生日パーティ
第10回　韓国の結婚式

講座番号
223 頻度別フランス語動詞トレーニング

木曜日
14：15～15：45
（全10回）

■講座概要／基本的な動詞をしっかり覚
えれば、フランス語のコミュニケーショ
ンはかなり楽になります。本講座で
は、時制や難易度にこだわらず、日常
的に使用される頻度の高い表現、応用
範囲が広い動詞とその活用を取り上
げ、本当に使えるものにしていきます。
できる限り暗記の労力を抑え、動詞表
現の達人をめざしましょう！

■講　　師／越智三起子
　　　　　　（松山大学非常勤講師）

■開講日時／10/6、10/13、10/20、
　10/27、11/10、11/17、11/24、
　12/1、12/8、12/15
　（毎週木曜：但し11/3は除く）　
　14：15～15：45（全10回）
■定　　員／20名
■受 講 料／10,000円(テキスト：「フラ
ンス語　最強の使える動詞59 CD付」
（藤田裕二ほか）」を持っていない方は、
別途教材費1,950円が初回講義時に必
要です。)
■対　　象／フランス語初級・中級者

第１回　フランス語の動詞の概要
第２回　être
第３回　avoir
第４回　faire
第５回　mettre

第６回　prendre
第７回　donner
第８回　pouvoir, vouloir, devoir
第９回　習った動詞で会話練習1
第10回　習った動詞で会話練習2
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講座番号
224 フランス語でたくさん話しましょうⅡ 水曜日

14：15～15：45
（全11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／10/5、10/12、10/19、
　10/26、11/2、11/9、11/16、
　11/30、12/7、12/14、12/21
　（毎週水曜：但し11/23は除く）　
　14：15～15：45（全11回）
■定　　員／25名
■受 講 料／11,000円
■対　　象／基礎文法を一通り終えた既

習者・中級レベル
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第１回　イントロダクション・自己紹介

第２回　無音の[e]

第３回　住まいを紹介する

第４回　脱落性の[e]とその影響

第５回　フランスで家を借りる

第６回　鼻母音１

第７回　休暇の過ごし方を語る

第８回　鼻母音２

第９回　自分の調子を伝える

第10回　半母音と二重母音

第11回　健康の相談をする

講座番号
234 韓国語会話（初級）

木曜日
10：15～11：45
（全11回）

■講座概要／この講座では、韓国語の基本
文型を身につけながら、習った語句や文
法を総動員してどんどん会話ができるよ
うになることを目標とします。少しでも韓
国語がわかるようになりたい、すこしで
も話せるようになりたいと思っている方
のための韓国語会話講座です。
■講　　師／崔允楨
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/6、10/13、10/20、
　10/27、11/10、11/17、11/24、
　12/1、12/8、12/15、12/22

　（毎週木曜：但し11/3は除く）　
　10：15～11：45（全11回）
■定　　員／20名
■受 講 料／11,000円（講義中に、別途
テキスト代（2,000～3,000円程度）が
必要になる場合があります。）

■対　　象／2016春期講座「韓国語会
話（初級）」を受講した方、またはハング
ルの読み書きができる方。なお、『New
西江韓国語1A（西江大学韓国語教育
院）』をお持ちの方はご持参ください。

第１回　位置と場所を尋ねる①
第２回　位置と場所を尋ねる②
第３回　行く（来る）目的を話す
第４回　行き方を尋ねる
第５回　命令・禁止を言う
第６回　希望を言う

第７回　計画を話す
第８回　動詞の可能表現
第９回　形容詞について
第10回　買い物にいく①－形容詞の連体形と否定表現
第11回　買い物にいく②－商品を試してみる
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講座番号
251 スペイン語入門

～場面ごとに使えるスペイン語～

火曜日
12：30～14：00
（全12回）

■講座概要／アルファベットやアクセン
トから始まり、さらに実際によくある
いろいろな場面においてスペイン語圏
の人と通じ合えるやさしいスペイン語
を勉強します。
※2015秋期講座「スペイン語入門～
場面ごとに使えるスペイン語～」とほ
ぼ同じ内容です。

■講　　師／Maria Ines TORRISI
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/4、10/11、10/18、
　10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、
　11/29、12/6、12/13、12/20
　（毎週火曜）　
　12：30～14：00（全12回）
■定　　員／25名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から

講座番号
243 ドイツ語で話してみよう！～会話表現で学ぶドイツ語～

木曜日
18：30～20：00
（全10回）

■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。実用的な会話表現を中心に学びな
がら、ドイツ語の基礎を身につけます。ド
イツ語で、飲食物の注文や、買い物がで
きるようになってみませんか。
■講　　師／田淵昌太
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/6、10/13、10/20、
　10/27、11/10、11/24、12/1、
　12/8、12/15、12/22
　（毎週木曜：但し11/3、11/17は除く）

　　18：30～20：00（全10回）
■定　　員／20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／ドイツ語をあまり知らない初心
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。春期に開講された
『ドイツ語を始めよう！』を受講していること
が望ましいけれども、秋期から新たに受講す
ることも可能です。（授業は日本語で行いま
す。）
プリントを配布しますので各自で整理して保
管してください。（教科書購入不要）
筆記用具、ノート、独和辞典を持参してください。

第１回　ドイツ語の基礎（１）
第２回　ドイツ語の基礎（２）
第３回　幹母音変化の動詞
第４回　交通手段
第５回　〈位置〉と〈方向〉

第６回　ノイシュヴァーンシュタイン城を訪問する
第７回　今日の予定
第８回　列車の発着時刻
第９回　〈可能〉の表現
第10回　〈控え目な願望〉の表現

第１回　アルファベット・お名前は

第２回　自己紹介

第３回　どこの出身

第４回　職業・色・曜日

第５回　元気ですか？

第６回　ミゲールはどんな人？

第７回　何をしますか？（１）

第８回　何をしますか？（２）

第９回　近くにレストランはありますか？

第10回　家について

第11回　数字・時間について

第12回　文房具店にて
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講座番号
244 ドイツ語入門～初めてのドイツ語～

火曜日
14：15～15：45
（全12回）

■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／10/4、10/11、10/18、
　10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、
　11/29、12/6、12/13、12/20
　（毎週火曜）　
　14：15～15：45（全12回）
■定　　員／20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／ドイツ語初心者の方

講座番号
236

木曜日
18：30～20：00
（全10回）

韓国語会話（中・上級）
～新聞や雑誌の記事を通して学ぶ韓国語～

■講座概要／このクラスはインターネット
や新聞雑誌などの記事を読み、それら
をテキストにして韓国語を学び、話し合
うことで、韓国の社会や文化を理解し、
生きたコミュニケーション能力を身に
つけたい方を対象とした韓国語会話講
座です。韓国語とともに、韓国の現代社
会をより深く理解しようとする方にお勧
めのクラスです。生きた教材をもとにし
て、韓国語で韓国について語り合いま
しょう。

■講　　師／張栄順
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/6、10/13、10/20、
　10/27、11/10、11/17、11/24、
　12/1、12/8、12/15
　（毎週木曜：但し11/3は除く）
　18：30～20：00（全10回）
■定　　員／20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／基礎文法を終えた方で、韓
国語の読解や作文、会話中心の講座を
受講したい方(中・上級)
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第１回　新聞・雑誌記事①
第２回　新聞・雑誌記事②
第３回　新聞・雑誌記事③
第４回　新聞・雑誌記事④
第５回　新聞・雑誌記事⑤

第６回　新聞・雑誌記事⑥
第７回　新聞・雑誌記事⑦
第８回　新聞・雑誌記事⑧
第９回　新聞・雑誌記事⑨
第10回　新聞・雑誌記事⑩

第１回　ホテルの予約を頼む

第２回　街で

第３回　...へはどう行ったらいいですか

第４回　旅と交通

第５回　駅の券売窓口で

第６回　天気

第７回　季節

第８回　体

第９回　健康

第10回　ドイツのお誕生日

第11回　贈り物・招待

第12回　履歴・学校制度

※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、お申し込みの方はみなさま
松山大学社会連携事務室までお知らせください。



お申し込み方法

2016秋期受講申込書（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 9月13日（火） 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　089-926-8244

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。

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/
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スマートフォンの方はこちらへ




