
講座番号
113

人間関係マネジメント入門
～対人コミュニケーション・スキルをアップしよう～

月曜日
18：30～20：00
（全11回）

■講座概要／人間関係がうまくいかなくて悩んで
いませんか。この授業では、人間関係のトラブ
ル、とりわけ、コミュニケーションのトラブルを
軽減するためのスキルの獲得を狙いにしていま
す。人間関係マネジメント・スキルをアップして、
より良い人間関係を築きましょう。
■講　　師／久保進（松山大学経済学部教授）
■開講日時／ 10/2、10/16、10/23、10/30、
　11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、12/18、
12/25（毎週月曜：但し10/9、11/27は除く）　
　18：30～ 20：00（全 11回）　
■定　　員／ 20名
■受 講 料／9,900円

■対　　象／どなたでも受講可

教　養　講　座
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第１回　人間関係のスキル・アップとは？
第２回 「聴く」スキルのアップ１：聴き方を変える
第３回 「聴く」スキルをアップ２：仕草を読み解く
第４回 「励まし」と「愚痴」について考えましょう
第５回　あなたはジャイアン、それとものび太くん？
第６回 「やれない」モードから「やれる」モードへ
第７回　対人葛藤の克服1：一人でやる派？
第８回　対人葛藤の克服2：感情のコントロール
第９回　対人葛藤の克服3：問題解決の手法を学ぶ
第10回　社会的スキルのアップ：スキーマ理論を学ぶ
第11回　自己呈示や自己モニタリングをやってみる

講座番号
114

コミュニケーション・スキルアップ講座
～「自分は自分」、「他人は他人」・・・人それぞれ～

木曜日
18：00～19：30
（全7回）

■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、11/2、
　11/9、11/16、11/30
　（毎週木曜：但し10/26、11/23は除く）
　18：00～19：30（全7回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／6,300円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／インターネットやSNSが普及する現代の環境の中、核家族化や共働き世帯の増加もあり、
日常生活での人づきあいが減少しつつあります。生活の便利化が進むと同時に、人と人との接点が減少し、
多世代に渡ってコミュニケーション不足の傾向が見られます。本講座では、「人との繋がり」を基本にし
て、コミュニケーションの方法を楽しく紹介・実践していきます。
■講　　師／幸田裕司（松山大学非常勤講師、メンタル・トレーナー）

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　コミュニケーションの基本
第２回　ネットワークの構築（人との距離感）
第３回　環境の設定（場面設定・位置関係）
第４回　送信と受信（気持ちのキャッチボール）
第５回　ポジティブ思考（良いところ探し）
第６回　リラクゼーション（ストレス解消）
第７回　ストレスへの向き合い方（まとめ）

講座番号
110

株式投資のためのExcel 入門
～アベノミクス時代のファイナンスとデータ分析～

火曜日
18：30～20：00
（全12回）

■講座概要／ファイナンスの考え方を学びながら、
パソコンを使って株式投資を分析します。基本
的な流れは、まずファイナンス理論について学
習した後、金融情報サイトなど検索サービスの
活用を通して企業情報を入手します。その後は、
表計算とデータ分析を基礎から順次、積み上げ
ていきます。最後に株式投資分析を多角的に行
い、ご自身の資産運用の成果をまとめます。学
習過程でExcel の理解が深まり、株式投資と併
せてパソコン操作を応用する力が身に付きます。
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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
12/12、12/19
　（毎週火曜）18：30～20：00（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／Microsoft Excel の経験があるに越し
たことはありませんが、誰でも理解できるキホン
のキから始めます。
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第１回　ファイナンス理論とは

第２回　ファイナンス的思考法

第３回　株価データ収集と活用

第４回　表計算の基礎（１）

第５回　表計算の基礎（２）

第６回　データ分析の基礎（１）

第７回　データ分析の基礎（２）

第８回　ファンダメンタル分析

第９回　テクニカル分析

第10回　ポートフォリオ分析

第11回　資本資産価格モデル分析

第12回　金融工学とまとめ

講座番号
112

今日でも我々に襲いかかる伝染病
～国際史にみる感染症～

木曜日
18：30～20：00
（全9回）

■講座概要／伝染病は過去の病気と思われがちで
あるが、現在でも相当怖い。国内ではあまり話
題とならなくても、一歩日本を出ると少しも油断
できない。実は日本も水際作戦で侵入阻止に尽
力してきた。現在では一応成功していると考え
られるが , 以前はそうではなかった。これらの
内容を具体的にわかりやすく述べる。海外旅行
などに役立てば幸いである。
■講　　師／牧純（松山大学薬学部教授）
■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
　11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
　（毎週木曜：但し11/23は除く）
　18：30～20：00（全9回）
■定　　員／20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／極めて入門的、予備知識はいっさい不要
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第１回　感染症とは－その病原体の範囲－
第２回　性行為感染症と性病、エイズ
第３回　大問題だった伝染病の例
第４回　日本で古来より認められた感染症とは
第５回　感染症の日本侵入に水際作戦、マラリアは
第６回　脚気の原因を巡って
第７回　食中毒の新しい定義
第８回　完全制圧されたのは天然痘のみ
第９回　我々個々人がとるべき対応策

講座番号
111

ITを「安全に楽しく」利用するための基礎講座
～パソコン、スマホやインターネットの活用術と注意点～〈シニア向け〉

水曜日
18：30～20：00
（全10回）

■講座概要／パソコンやスマホだけでなく腕時計、
電気ポット、自動車までもがインターネットに
繋がる現代。便利になっていく反面、利用上注
意すべき点も多くなっています。本講座では、
IT 利用の基本となるパソコン操作を主眼に置き
つつ、その他 IT 機器やサービスの紹介を織り交
ぜながら、安心して ITを利用できる知識の習得
をめざします。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／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6
　（毎週水曜）18：30～20：00（全10回）
■定　　員／ 60名
■受 講 料／9,000円
■対　　象／初心者～キーボード入力できる程度の
レベルを主な対象とします。シニア向け。（但し、
シニア以外の方でも受講可）
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第１回　導入部

　　　　 －松山大学ネットワークの利用手順と

　　　　 インターネット検索の基礎－

第２回　入力あらかると

第３回　インターネットは楽しい？怖い？

第４回　画像処理のいろは

第５回　パワポで思い出作り

第６回 “文書を美しくする”テクニック

第７回 “文書を華やかにする”テクニック 

第８回　表計算のツカイドコロ

第９回　もっと！インターネット！

第10回 “IT版”未知との遭遇



講座番号
113

人間関係マネジメント入門
～対人コミュニケーション・スキルをアップしよう～

月曜日
18：30～20：00
（全11回）

■講座概要／人間関係がうまくいかなくて悩んで
いませんか。この授業では、人間関係のトラブ
ル、とりわけ、コミュニケーションのトラブルを
軽減するためのスキルの獲得を狙いにしていま
す。人間関係マネジメント・スキルをアップして、
より良い人間関係を築きましょう。
■講　　師／久保進（松山大学経済学部教授）
■開講日時／ 10/2、10/16、10/23、10/30、
　11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、12/18、
12/25（毎週月曜：但し10/9、11/27は除く）　
　18：30～ 20：00（全 11回）　
■定　　員／ 20名
■受 講 料／9,900円

■対　　象／どなたでも受講可

教　養　講　座
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第１回　人間関係のスキル・アップとは？
第２回 「聴く」スキルのアップ１：聴き方を変える
第３回 「聴く」スキルをアップ２：仕草を読み解く
第４回 「励まし」と「愚痴」について考えましょう
第５回　あなたはジャイアン、それとものび太くん？
第６回 「やれない」モードから「やれる」モードへ
第７回　対人葛藤の克服1：一人でやる派？
第８回　対人葛藤の克服2：感情のコントロール
第９回　対人葛藤の克服3：問題解決の手法を学ぶ
第10回　社会的スキルのアップ：スキーマ理論を学ぶ
第11回　自己呈示や自己モニタリングをやってみる

講座番号
114

コミュニケーション・スキルアップ講座
～「自分は自分」、「他人は他人」・・・人それぞれ～

木曜日
18：00～19：30
（全7回）

■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、11/2、
　11/9、11/16、11/30
　（毎週木曜：但し10/26、11/23は除く）
　18：00～19：30（全7回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／6,300円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／インターネットやSNSが普及する現代の環境の中、核家族化や共働き世帯の増加もあり、
日常生活での人づきあいが減少しつつあります。生活の便利化が進むと同時に、人と人との接点が減少し、
多世代に渡ってコミュニケーション不足の傾向が見られます。本講座では、「人との繋がり」を基本にし
て、コミュニケーションの方法を楽しく紹介・実践していきます。
■講　　師／幸田裕司（松山大学非常勤講師、メンタル・トレーナー）
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第１回　コミュニケーションの基本
第２回　ネットワークの構築（人との距離感）
第３回　環境の設定（場面設定・位置関係）
第４回　送信と受信（気持ちのキャッチボール）
第５回　ポジティブ思考（良いところ探し）
第６回　リラクゼーション（ストレス解消）
第７回　ストレスへの向き合い方（まとめ）

講座番号
110

株式投資のためのExcel 入門
～アベノミクス時代のファイナンスとデータ分析～

火曜日
18：30～20：00
（全12回）

■講座概要／ファイナンスの考え方を学びながら、
パソコンを使って株式投資を分析します。基本
的な流れは、まずファイナンス理論について学
習した後、金融情報サイトなど検索サービスの
活用を通して企業情報を入手します。その後は、
表計算とデータ分析を基礎から順次、積み上げ
ていきます。最後に株式投資分析を多角的に行
い、ご自身の資産運用の成果をまとめます。学
習過程でExcel の理解が深まり、株式投資と併
せてパソコン操作を応用する力が身に付きます。
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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
12/12、12/19
　（毎週火曜）18：30～20：00（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／Microsoft Excel の経験があるに越し
たことはありませんが、誰でも理解できるキホン
のキから始めます。

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　ファイナンス理論とは

第２回　ファイナンス的思考法

第３回　株価データ収集と活用

第４回　表計算の基礎（１）

第５回　表計算の基礎（２）

第６回　データ分析の基礎（１）

第７回　データ分析の基礎（２）

第８回　ファンダメンタル分析

第９回　テクニカル分析

第10回　ポートフォリオ分析

第11回　資本資産価格モデル分析

第12回　金融工学とまとめ

講座番号
112

今日でも我々に襲いかかる伝染病
～国際史にみる感染症～

木曜日
18：30～20：00
（全9回）

■講座概要／伝染病は過去の病気と思われがちで
あるが、現在でも相当怖い。国内ではあまり話
題とならなくても、一歩日本を出ると少しも油断
できない。実は日本も水際作戦で侵入阻止に尽
力してきた。現在では一応成功していると考え
られるが , 以前はそうではなかった。これらの
内容を具体的にわかりやすく述べる。海外旅行
などに役立てば幸いである。
■講　　師／牧純（松山大学薬学部教授）
■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
　11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
　（毎週木曜：但し11/23は除く）
　18：30～20：00（全9回）
■定　　員／20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／極めて入門的、予備知識はいっさい不要
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第１回　感染症とは－その病原体の範囲－
第２回　性行為感染症と性病、エイズ
第３回　大問題だった伝染病の例
第４回　日本で古来より認められた感染症とは
第５回　感染症の日本侵入に水際作戦、マラリアは
第６回　脚気の原因を巡って
第７回　食中毒の新しい定義
第８回　完全制圧されたのは天然痘のみ
第９回　我々個々人がとるべき対応策

講座番号
111

ITを「安全に楽しく」利用するための基礎講座
～パソコン、スマホやインターネットの活用術と注意点～〈シニア向け〉

水曜日
18：30～20：00
（全10回）

■講座概要／パソコンやスマホだけでなく腕時計、
電気ポット、自動車までもがインターネットに
繋がる現代。便利になっていく反面、利用上注
意すべき点も多くなっています。本講座では、
IT 利用の基本となるパソコン操作を主眼に置き
つつ、その他 IT 機器やサービスの紹介を織り交
ぜながら、安心して ITを利用できる知識の習得
をめざします。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／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6
　（毎週水曜）18：30～20：00（全10回）
■定　　員／ 60名
■受 講 料／9,000円
■対　　象／初心者～キーボード入力できる程度の
レベルを主な対象とします。シニア向け。（但し、
シニア以外の方でも受講可）
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第１回　導入部

　　　　 －松山大学ネットワークの利用手順と

　　　　 インターネット検索の基礎－

第２回　入力あらかると

第３回　インターネットは楽しい？怖い？

第４回　画像処理のいろは

第５回　パワポで思い出作り

第６回 “文書を美しくする”テクニック

第７回 “文書を華やかにする”テクニック 

第８回　表計算のツカイドコロ

第９回　もっと！インターネット！

第10回 “IT版”未知との遭遇

健　康　ス　ポ　ー　ツ　講　座

文　化　語　学　講　座

ビ　ジ　ネ　ス　講　座

講座番号
121 人間の幸福とペット

水曜日
18：30～20：00
（全4回）

■講　　師／佐藤亜樹
　　　　　　（松山大学人文学部准教授）
■開講日時／ 10/18、10/25、11/1、11/8
　（毎週水曜）18：30～20：00（全4回）
■定　　員／40名
■受 講 料／3,600円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／本講座では、人類の歴史上における人と動物の関係や、人がペットを飼育する動機につい
て学びます。また、飼い主にとってのペットの死の意味、その際の心身のストレス反応、周囲の人々（対
人援助職を含む）ができる支援について学びます。動物介在療法についても紹介します。

講座番号
205

マーケティング・ゼミナール
サービス・ビジネスの創造を学ぶ

木曜日
19：00～20：30
（全8回）

■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円（テキスト：『オープン・サー
　ビス・イノベーション』（CCCメディアハウ
ス）を持っていない方は、別途教材費2,250円
が初回講義時に必要です。）
■対　　象／マーケティングについて関心を持つ
方や、マーケティング業務に携わっている方で
あれば、受講いただけます。
　※本講座はゼミナール形式で行われます。講座
の進め方やテキストについての詳細は、ホーム
ページをご確認ください。

■講座概要／今期のゼミナールでは、ヘンリー・チェスブロウの『オープン・サービス・イノベーション』
というテキストを取り上げて、サービス・ビジネスについて学習したいと思います。近年では、サービ
スの観点からビジネスを再考する必要性が叫ばれています。本テキストを通じて、サービス・マーケティ
ングの新たな視点について理解を深めていきましょう。
■講　　師／河内俊樹（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/5、10/19、10/26、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14
　（毎週木曜：但し10/12、11/2、11/23は除く）19：00～20：30（全8回）

講座番号
204 人事の科学

火曜日
18：30～20：00
（全6回）

■講　　師／柴田好則（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7
　（毎週火曜）18：30～20：00（全6回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／5,400円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／この講座では、労働生産性の向上やメンタルヘルスの問題など、昨今話題となっている人事
の諸課題を科学的な思考によって解決していく方法を学びます。人事に関わるアカデミックな研究を題
材にして、人事の未来を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

講
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第１回　人と動物の関係の歴史、ペット飼育の効用

第２回　ペット・ロスと通常の悲嘆、飼い主支援1

第３回　ペット・ロスと病的な悲嘆、飼い主支援2

第４回　動物介在療法の歴史と実際

講座番号
116

「源氏物語」を楽しむ
～「帚木の巻」（雨夜の品定め）を読む～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／前回の「桐壺の巻」に続き、「帚木の
巻」（雨夜の品定め）を読みます。妻とする理想
の女性とはどのような女性かを三人の登場人物
が語る興味深い場面です。深い原文の味わいを
鑑賞し、源氏物語の面白さをできるだけわかり
やすく、楽しみながら読み進めます。
　日本の古典に関心のある方、一緒に読んでみま
せんか。新しい発見があるはずです。
■講　　師／武内哲志（松山大学非常勤講師、高
齢者大学講師、松山坊っちゃん会会長）

■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
  10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
  12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／ 40名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／初級から上級まで意欲のある方
（読書の好きな方）ならどなたでも楽しめます。
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第１回　導入－「帚木の巻」のあらすじ－
　　　　光源氏の人柄－内裏の御物忌
第２回　雨夜の品定めの発端－上中下三階層の女について
第３回　中流の女について－妻とすべき女とは
第４回　未婚の若い娘－世話女房について

第５回　理想の妻とは－思わせぶりな女
第６回　夫の操縦法について－技芸の道と
　　　　女の美徳
第７回　指食いの女の話①
第８回　指食いの女の話②

第９回　木枯らしの女の話
第10回　常夏の女の話
第11回　女学者、蒜食いの女の話
第12回　雨夜の品定めのまとめ

講座番号
115

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～

火曜日
18：30～20：00
（全8回）

■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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21
　（毎週火曜）18：30～20：00（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
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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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第１回　人事の科学とは
第２回　ダイバーシティ（組織における多様性）の科学
第３回　ネットワーク（組織における人脈）の科学
第４回　メンタルヘルス（組織における健康）の科学
第５回　クリエイティビティ（組織における創造性）の科学
第６回　人事の未来
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第１回　「オープン・サービス・イノベーション」
　　　　について，グループ決め
第２回　ビジネスをサービスとして考える
第３回　顧客との共創
第４回　社外にサービス・イノベーションを広げる
第５回　サービスでビジネスモデルを変換する
第６回　大企業のオープン・サービス・イノベーション
第７回　中小企業のオープン・サービス・イノベーション
第８回　サービス・ビジネスのオープン・サービス・イノベーション

講座番号
117 フランス文学と美術

水曜日
12：30～14：00
（全5回）

■講座概要／「文学と美術はどちらがより優れた
芸術なのか」－多くの文学者や芸術家を悩ませ
たこの素朴な問いは、両者の間に豊かな相互作
用を生み出してきました。本講座では、フラン
ス文学を中心に、美術と密接な関わりを持つ文
学作品を、関連する美術作品を鑑賞しつつ味わ
います。
■講　　師／進藤久乃
　　　　　　（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/11、10/25、11/8、11/22、
　12/13（水曜）12：30～14：00（全5回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／4,500円
■対　　象／文学・芸術に興味のある方。フラン
スの作家や詩人のテクストを扱う予定ですが、
邦訳を使うので、フランス語の知識は問いませ
ん。
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第１回　絵画をめぐる言説
第２回 「描写」（ekphrasis）の問題
第３回　写真をめぐる議論
第４回　カリグラムの世界
第５回　20世紀における詩画集の系譜

講座番号
119

児童文学講座ｰせかい民話の旅
～語り継がれてきた民話の語りと文化比較～

金曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／世界のいろんな国の民話を訪ね、民
話から風土や文化を学びます。これまでの講座
では、イギリスやヨーロッパ中心でしたが、今
回は、中国韓国アジアやアフリカの民話の語り
も聞いていただきます。日本の民話との共通点
や相違を探っていきます。
■講　　師／光藤由美子（松山おはなしの会会長、
語り手たちの会会員）
■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
　11/10、11/17、12/1、12/8、12/15、12/22
　（毎週金曜：但し11/3、11/24は除く）　
　10：15～11：45（全10回）
■定　　員／ 25名

■受 講 料／9,000円
■対　　象／どなたでも受講可

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　イギリスの昔話比較「怠け者が出世する話」
第２回　イギリスの昔話比較「夢が本当になる話」
第３回　グリム兄弟について「三つの願い」
第４回　グリムの昔話について「池の中の水の精」
第５回　アーサー・ランサムのロシアの昔話
第６回　アフリカの民話「アナンシの話」
第７回　中国の民話「チワンの錦」
第８回　韓国の民話「トッケビ話」
第９回　アジアの民話「小石投げの名人タオカム」
第10回　ストーリーテリング（お話を語る）

講座番号
303

英語でしゃべろう!!
～かんたん！英語でお接待～

木曜日
12：30～14：00
（全10回）

■講座概要／外国人を見かけると、ついつい目を
伏せていませんか？話しかけてみたいけど、今
日はやめておこう…。でも、お接待の地「四国」
の住民ですから、勇気を出して声をかけてみま
しょう。この講座では、いろいろな出会いを想
定して、ペアやグループで「笑顔で」英語を声
に出して言う練習をしましょう。すでに知ってい
る単語や表現を、口に出す練習の場です。
■講　　師／岡田奈知（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
　（毎週木曜：但し11/23は除く）
　12：30～14：00（全10回）
■定　　員／ 30名

■受 講 料／10,000円
■対　　象／初級（基本的な文法事項がわかる方
で、英語でおしゃべりする意欲のある方）
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第１回　英語が話せたらなぁ！
第２回　いいお天気ですね
第３回　迷子救出大作戦！
第４回　旅は道連れ
第５回　脳トレ！数字ドリル
第６回　宝くじがあたったら…
第７回　クール・ジャパン！
第８回　私の宝物
第９回　最強の英語学習法
第10回　また会いましょう

講座番号
118

ロシアの暮らしとロシア語
～ロシアに住んでいる人たちの生活を見てみよう～

金曜日
16：00～17：30
（全8回）

■講座概要／ロシアに住んでいる人たちは、どの
ような制度の下で日常生活を送っているのでしょ
うか。「厳しい」といわれるその生活ですが、実
際には結構明るく楽しい日常でもあります。その
秘密を探りながら、キリール文字とロシア語に触
れ、簡単なロシア語会話も身につけましょう。
■講　　師／藻利佳彦
　　　　　　（松山短期大学非常勤講師）

■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
　11/10、11/17、12/8、12/15
　（毎週金曜：但し11/3、11/24、12/1は除く）
　16：00～17：30（全8回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円
■対　　象／ロシア文化とロシア語に関心のある
方。ロシア語の知識は必要ありません。
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第１回　クレムリンと大統領（日常と仕事）
第２回　ロシア生活のしくみ（基本的社会制度）
第３回　お茶とウォッカの文化（実際の生活）
第４回　車窓から見る暮らし（町の交通手段と鉄道）

第５回　飛翔の夢（ガガーリンと宇宙開発の発展）
第６回　コンサートと観劇（教養とエチケット）
第７回　サーカスの歴史（曲芸の進化と娯楽）
第８回　アネクド－ト（困難を跳ね返すエネルギー）

講座番号
120

民俗学入門（民俗学を楽しもう）
～民俗学でふるさとの良さを見つけよう～

水曜日
12：30～14：00
（全12回）

■講座概要／民俗学は、私たちの普段の生活の中
にも、古くから伝わるものが残っていることを
示してくれます。この授業では、様々な儀式や
出来事に表れる多様な地域性・民俗性について
学び、自他の違いを認めあう心の育成を図りま
す。
■講　　師／久保裕愛（日本民俗学会）

■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
　（毎週水曜）12：30～14：00（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／どなたでも受講可
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第１回　はじめに：民俗学とはどのような学問か？
第２回　地域性と多様性：西日本と東日本のちがい
第３回　文化の伝播：方言周圏論から学ぶ
第４回　衣食住：ハレ（晴）/ケ（褻）の世界観
第５回　社会のあり方：ムラとマチ、イエ
第６回　人生儀礼：結婚式と葬式

第７回　先祖への思い：墓と祖霊信仰
第８回　カミとの関係：山の神を中心に
第９回　民間信仰：四国の狸信仰を事例に
第10回　昔話と伝説：ムラの言い伝え
第11回　民謡：子守唄に現われた産業構造
第12回　民俗と地域おこし：西予市の亥の子を事例に

講座番号
304 Conversation Topics

火曜日
16：00～17：30
（全12回）

The aim of this course is to expose students to 
interest ing topics in Engl ish and provide the 
opportunity to discuss them in groups of two or three.
■Course Objectives／
　①To expose students to English as an international 
means of communication.
　②To help students better understand themselves while 
learning about others' experiences.
　③To help students gain confidense in speaking English.
　Upon completion of this course students should have 
confidence when speaking English.
■講　　師／ Gregory Dean　GRAY
　　　　　　（松山大学名誉教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、10/31、
　11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）16：00～17：30（全12回）

■定　　員／ 30名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／ To participate in this class you need 
to be able to converse in English using basic 
grammar and vocabulary.
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第１回　Getting Acquainted
第２回　Reviewing Summer
第３回　Autumn Festivals
第４回　Japanese Obon ＆ Funeral Customs 
第５回　Shinto ＆ Buddhist Customs
第６回　Health ＆ Aging
第７回　Staying Active ＆ Fit
第８回　Role Models
第９回　Gift Giving in Japan
第10回　Japanese National Holidays
第11回　Christmas Celebrations ＆ Customs
第12回　New Year's Customs

講座番号
313 中国語初級講座

水曜日
18：30～20：00
（全12回）

■講座概要／初級中国語のオムニバス講座です。
三者三様の切り口から中国語の世界をご案内し
ます。初めの4回は、学習者が苦手としやすい
点を中心に、発音と文法を概観します。続く4
回では、日本語話者が中国語を学ぶ際に有用な
視点・学習法を紹介します。最後の4回は会話
に挑戦し、中国語の運用力をつけていきます。

■講　　師／増野仁（松山大学名誉教授）、
　　　　　　孟子敏（松山大学人文学部教授）、
　　　　　　川澄哲也（松山大学経済学部准教授）
■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
　（毎週水曜）18：30～20：00（全12回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／12,000円
■対　　象／中国語初心者、或いは学習経験はあ
るが忘れてしまった方

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　声調／動詞の使い方
第２回　そり舌音／形容詞の使い方
第３回　息の強弱／モノの数え方と所有・存在の表現
第４回　2種の「ん」／完了・進行・経験の表現
第５回　漢字でパワーアップ[1]－語彙力向上への方策
第６回　漢字でパワーアップ[2]－漢字語と漢文
第７回　漢字でパワーアップ[3]－直訳の限界
第８回　漢字でパワーアップ[4]－中国の多様な言語
第９回　会話[1]－本場の中華料理を注文する
第10回　会話[2]－値段を交渉する
第11回　会話[3]－パンダを見に行く
第12回　会話[4]－春節（旧正月）を祝う

講座番号
323 フランス語はじめのもう一歩！

木曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／ 2017年度春期コミュニティ・カレッ
ジ「フランス語はじめの一歩！」で学習した文
法内容を強化する形で、フランス語でのコミュ
ニケーションを練習していく講座です。とり
あえず口に出すところからはじめてみたい！と
いう学習歴ゼロの方でも大丈夫なクラスです。

■講　　師／越智三起子
　　　　　　（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、12/7、12/14、12/21
　（毎週木曜：但し11/23、11/30 は除く）　
　10：15 ～ 11：45（全 10 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,000円（テキスト：『パザパ　話
せて書けるフランス語入門』（武井由紀ほか）を
持っていない方は、別途教材費2,560円が初回
講義時に必要です。）
■対　　象／フランス語初心者の方／初心者のレ
ベルに合わせられる既習者の方
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第１回　数字・月・曜日
第２回　自己紹介（復習）
第３回　活動について語る faire
第４回　頻度・好きなこと
第５回　ショッピング・物の描写

第６回　比較級
第７回　食べ物について語る
第８回　マルシェでの会話
第９回　体調について語る
第10回　まとめ

講座番号
335 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、少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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、
11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21
　（毎週木曜：但し11/23は除く）10：15～11：45（全11回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／11,000円（テキスト：『New西江
韓国語1B』（西江大学韓国語教育院）を持って
いない方は、別途教材費2,300～2,900円程度
が初回講義時に必要です。）

■対　　象／ 2017年度春期講座「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、入門レベルの学習を終えた方

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
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第１回　趣味を話す
第２回　勧誘表現①
第３回　勧誘表現②
第４回　二つの節をつなぐ表現
第５回　不可能・強い否定・拒絶などを表す表現
第６回　動作・行動や状態などの理由を表す表現

第７回　意図や未来の計画について話す時の表現
第８回　過去の経験を表す表現
第９回　丁寧な依頼・お願いをする表現
第10回　比較表現①
第11回　比較表現②

※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。（講座申込者全員）

講座番号
343

ドイツ語で話してみよう！
～楽しく学ぶドイツ語の基礎～

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。簡単な作
文や会話練習を行いながら、ドイツ語の基礎
を少しずつ確実に身につけていきます。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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、
12/21
　（毎週木曜：但し 11/2、11/23 は除く）　　
　18：30 ～ 20：00（全 10 回）　
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／ドイツ語を初めて習う方。かつて習っ

　たものの、ほとんど忘れたという方。旅行や留学
に備えて、あるいは趣味として、基本だけでも習っ
ておきたい方。※ 授業は日本語で行います。授
業には、筆記用具、ノート、辞書（初回授業で説
明）を持参してください。

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

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　サイクリングは好き？
第４回　きみはドイツ語を話すの？
第５回　私は列車でハンブルクへ行きます
第６回　今日はレストランで食事します
第７回　今朝は7時に起きました
第８回　列車は何時に出るのですか？
第９回　ホテルまで歩いて行けますか？
第10回　コーヒーを一杯、頂きたいのですが

講座番号
352

i Vamos a estudiar español！
（スペイン語を勉強しましょう！）～場面ごとに使えるスペイン語～

金曜日
14：15～15：45
（全10回）

■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
11/10、11/17、12/1、12/8、12/15、
12/22
　（毎週金曜：但し11/3、11/24 は除く）
　14：15～ 15：45（全 10回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／ 10,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から

■講座概要／スペイン語はほとんどローマ字読みで、発音も日本語に近く、日本人には勉強しやすい外国
語です。勉強しながらスペインや中南米の文化も紹介します。少しずつスペイン語で話しましょう！ ス
ペイン語が話せれば、スペインのほか多くのラテンアメリカの人ともコミュニケーションできます。
　※2017年度春期講座の続きですが、継続したい人も新しい人も受講できます。
■講　　師／Maria Ines TORRISI（松山大学非常勤講師）

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　自己紹介。どこの出身？元気ですか？
第２回　～～が好きです。BINGO!
第３回　いくらですか
第４回　スーパーマーケットで
第５回　服を買うのは好き？
第６回　何をしてますか？
第７回　駅へいきたいんです…。
第８回　誕生日おめでとう！
第９回　今日の天気は？
第10回　何時に起きますか？

講座番号
402 太極拳入門

月曜日
19：00～20：30
（全11回）

■開講日時／ 10/2、10/16、10/23、10/30、
11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、
12/18、12/25
　（毎週月曜：但し10/9、11/27 は除く）
　19：00～ 20：30（全 11回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／ 11,148円（保険料含む）
■対　　象／太極拳が継続的に練習可能な健康
状態にある方。（疾病のある方は医師からの許
可を得ての参加をお願いいたします。）

■講座概要／「簡化24式太極拳」をベースに、健康や身体能力向上のための太極拳を指導します。ま
た初回から数回、グループ別に太極拳の入門動作を指導しますので、しばらく練習を休んでおられた
2017年度春期講座参加者や、秋期講座から初参加の方も、安心してご参加ください。

■講　　師／池本淳一（松山大学人文学部准教授）

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　グループ別指導①
第２回　グループ別指導②
第３回　グループ別指導③
第４回　第十三式
第５回　第十四式、第十五式
第６回　第十六式
第７回　第十七式
第８回　第十八式
第９回　第十九式、第二十式
第10回　第二十一式、第二十二式
第11回　第二十三式、第二十四式

講座番号
314

中国語初中級会話
～初級から抜け出すために～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／基礎的な学習を終え、中国語能力を
向上させたいと考える人（一年程度学習経験が
ある）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～中級レベルの会話を学習します。受講
者のレベルに応じて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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、

　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／12,000円（テキスト：『学ぶ中国語  初中
　級編』（王亜新・劉素英）を持っていない方は、別
途教材費2,250円が初回講義時に必要です。）
■対　　象／基礎的な中国語の能力（発音・自己紹
介ができる程度／一年程度の学習経験）を有する方

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
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第 1 回　自我介 （自己紹介）１
第２回　自我介 （自己紹介）２
第３回　我 的大学（私たちの大学）１
第４回　我 的大学（私たちの大学）２
第５回　我的家庭（私の家庭）１
第６回　我的家庭（私の家庭）２

第７回　我家在四国（家は四国にあります）１
第８回　我家在四国（家は四国にあります）２
第９回　星期天（日曜日）１
第10回　星期天（日曜日）２
第11回　我的 好（私の趣味）１
第12回　我的 好（私の趣味）２

講座番号
334 韓国語会話（入門）

火曜日
19：00～20：30
（全12回）

■講座概要／この講座では、簡単な挨拶や日常
的に用いられる基本語彙、定型表現を学習し
ます。韓国旅行や出張のとき、「看板やメニュー
を読むことができる」「簡単な会話ができる」
ように、韓国語の学習を始めてみませんか。

■講　　師／李順蓮（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）19：00 ～ 20：30（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／韓国語の初心者の方

講
座
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第１回　場所・位置と方向（１）

第２回　場所・位置と方向（２）

第３回　趣味（１）

第４回　趣味（２）

第５回　買い物（１）

第６回　買い物（２）

第７回　季節・天気

第８回　食べ物・味

第９回　時間

第10回　交通

第11回　計画（１）

第12回　計画（２）

講座番号
336

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12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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、

　12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15 ～ 11：45（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円（授業中にプリントを配布しま
　す。テキスト『韓国言語文化リスニング集』（白峰子ほ
か）をお持ちの方は、ご持参ください。）
■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
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　韓国の食事マナー
第２回　韓国の伝統衣装
第３回　韓国の伝統食品（キムチなど）
第４回　韓国の食べ物（韓定食など）
第５回　韓国のお祝い事情（還暦など）
第６回　韓国の文化（人情味など）

第７回　韓国の文化（諺など）
第８回　韓国の住居文化
第９回　韓国の歳時風俗
第10回　韓国の宗教（仏教など）
第11回　韓国の伝統音楽
第12回　韓国の在来市場

講座番号
344 ドイツ語会話（中級）

火曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／この講座では、様々なテーマを通じ、
日常会話の重要な表現を学んで、ドイツの文化・
習慣などの紹介も取り入れます。楽しくドイツ
語で話しませんか。
　※ 2017 年度春期のつづきですが、継続した
い人も新しい人も大歓迎！
■講　　師／ Oliver ABERT
　　　　　　（松山大学経済学部講師）

■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）14：15 ～ 15：45（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／基礎文法を取得した方で、会話中心の
講座を受講したい方（中級）

講
座
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ケ
ジ
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第１回　街と地方
第２回　観光と旅
第３回　癒し
第４回　所変われば品変わる
第５回　パーティーと祭り
第６回　好きなイベント

第７回　言語バイオグラフィー
第８回　夢と希望
第９回　スポーツと自由時間
第10回　過去の話
第11回　食習慣
第12回　メディアと出版

健　康　ス　ポ　ー　ツ　講　座

文　化　語　学　講　座

ビ　ジ　ネ　ス　講　座

講座番号
121 人間の幸福とペット

水曜日
18：30～20：00
（全4回）

■講　　師／佐藤亜樹
　　　　　　（松山大学人文学部准教授）
■開講日時／ 10/18、10/25、11/1、11/8
　（毎週水曜）18：30～20：00（全4回）
■定　　員／40名
■受 講 料／3,600円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／本講座では、人類の歴史上における人と動物の関係や、人がペットを飼育する動機につい
て学びます。また、飼い主にとってのペットの死の意味、その際の心身のストレス反応、周囲の人々（対
人援助職を含む）ができる支援について学びます。動物介在療法についても紹介します。

講座番号
205

マーケティング・ゼミナール
サービス・ビジネスの創造を学ぶ

木曜日
19：00～20：30
（全8回）

■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円（テキスト：『オープン・サー
　ビス・イノベーション』（CCCメディアハウ
ス）を持っていない方は、別途教材費2,250円
が初回講義時に必要です。）
■対　　象／マーケティングについて関心を持つ
方や、マーケティング業務に携わっている方で
あれば、受講いただけます。
　※本講座はゼミナール形式で行われます。講座
の進め方やテキストについての詳細は、ホーム
ページをご確認ください。

■講座概要／今期のゼミナールでは、ヘンリー・チェスブロウの『オープン・サービス・イノベーション』
というテキストを取り上げて、サービス・ビジネスについて学習したいと思います。近年では、サービ
スの観点からビジネスを再考する必要性が叫ばれています。本テキストを通じて、サービス・マーケティ
ングの新たな視点について理解を深めていきましょう。
■講　　師／河内俊樹（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/5、10/19、10/26、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14
　（毎週木曜：但し10/12、11/2、11/23は除く）19：00～20：30（全8回）

講座番号
204 人事の科学

火曜日
18：30～20：00
（全6回）

■講　　師／柴田好則（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7
　（毎週火曜）18：30～20：00（全6回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／5,400円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／この講座では、労働生産性の向上やメンタルヘルスの問題など、昨今話題となっている人事
の諸課題を科学的な思考によって解決していく方法を学びます。人事に関わるアカデミックな研究を題
材にして、人事の未来を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

講
座
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第１回　人と動物の関係の歴史、ペット飼育の効用

第２回　ペット・ロスと通常の悲嘆、飼い主支援1

第３回　ペット・ロスと病的な悲嘆、飼い主支援2

第４回　動物介在療法の歴史と実際

講座番号
116

「源氏物語」を楽しむ
～「帚木の巻」（雨夜の品定め）を読む～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／前回の「桐壺の巻」に続き、「帚木の
巻」（雨夜の品定め）を読みます。妻とする理想
の女性とはどのような女性かを三人の登場人物
が語る興味深い場面です。深い原文の味わいを
鑑賞し、源氏物語の面白さをできるだけわかり
やすく、楽しみながら読み進めます。
　日本の古典に関心のある方、一緒に読んでみま
せんか。新しい発見があるはずです。
■講　　師／武内哲志（松山大学非常勤講師、高
齢者大学講師、松山坊っちゃん会会長）

■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
  10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
  12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／ 40名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／初級から上級まで意欲のある方
（読書の好きな方）ならどなたでも楽しめます。

講
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第１回　導入－「帚木の巻」のあらすじ－
　　　　光源氏の人柄－内裏の御物忌
第２回　雨夜の品定めの発端－上中下三階層の女について
第３回　中流の女について－妻とすべき女とは
第４回　未婚の若い娘－世話女房について

第５回　理想の妻とは－思わせぶりな女
第６回　夫の操縦法について－技芸の道と
　　　　女の美徳
第７回　指食いの女の話①
第８回　指食いの女の話②

第９回　木枯らしの女の話
第10回　常夏の女の話
第11回　女学者、蒜食いの女の話
第12回　雨夜の品定めのまとめ

講座番号
115

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～

火曜日
18：30～20：00
（全8回）

■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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21
　（毎週火曜）18：30～20：00（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
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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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第１回　人事の科学とは
第２回　ダイバーシティ（組織における多様性）の科学
第３回　ネットワーク（組織における人脈）の科学
第４回　メンタルヘルス（組織における健康）の科学
第５回　クリエイティビティ（組織における創造性）の科学
第６回　人事の未来
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第１回　「オープン・サービス・イノベーション」
　　　　について，グループ決め
第２回　ビジネスをサービスとして考える
第３回　顧客との共創
第４回　社外にサービス・イノベーションを広げる
第５回　サービスでビジネスモデルを変換する
第６回　大企業のオープン・サービス・イノベーション
第７回　中小企業のオープン・サービス・イノベーション
第８回　サービス・ビジネスのオープン・サービス・イノベーション

講座番号
117 フランス文学と美術

水曜日
12：30～14：00
（全5回）

■講座概要／「文学と美術はどちらがより優れた
芸術なのか」－多くの文学者や芸術家を悩ませ
たこの素朴な問いは、両者の間に豊かな相互作
用を生み出してきました。本講座では、フラン
ス文学を中心に、美術と密接な関わりを持つ文
学作品を、関連する美術作品を鑑賞しつつ味わ
います。
■講　　師／進藤久乃
　　　　　　（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/11、10/25、11/8、11/22、
　12/13（水曜）12：30～14：00（全5回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／4,500円
■対　　象／文学・芸術に興味のある方。フラン
スの作家や詩人のテクストを扱う予定ですが、
邦訳を使うので、フランス語の知識は問いませ
ん。
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第１回　絵画をめぐる言説
第２回 「描写」（ekphrasis）の問題
第３回　写真をめぐる議論
第４回　カリグラムの世界
第５回　20世紀における詩画集の系譜

講座番号
119

児童文学講座ｰせかい民話の旅
～語り継がれてきた民話の語りと文化比較～

金曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／世界のいろんな国の民話を訪ね、民
話から風土や文化を学びます。これまでの講座
では、イギリスやヨーロッパ中心でしたが、今
回は、中国韓国アジアやアフリカの民話の語り
も聞いていただきます。日本の民話との共通点
や相違を探っていきます。
■講　　師／光藤由美子（松山おはなしの会会長、
語り手たちの会会員）
■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
　11/10、11/17、12/1、12/8、12/15、12/22
　（毎週金曜：但し11/3、11/24は除く）　
　10：15～11：45（全10回）
■定　　員／ 25名

■受 講 料／9,000円
■対　　象／どなたでも受講可
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第１回　イギリスの昔話比較「怠け者が出世する話」
第２回　イギリスの昔話比較「夢が本当になる話」
第３回　グリム兄弟について「三つの願い」
第４回　グリムの昔話について「池の中の水の精」
第５回　アーサー・ランサムのロシアの昔話
第６回　アフリカの民話「アナンシの話」
第７回　中国の民話「チワンの錦」
第８回　韓国の民話「トッケビ話」
第９回　アジアの民話「小石投げの名人タオカム」
第10回　ストーリーテリング（お話を語る）

講座番号
303

英語でしゃべろう!!
～かんたん！英語でお接待～

木曜日
12：30～14：00
（全10回）

■講座概要／外国人を見かけると、ついつい目を
伏せていませんか？話しかけてみたいけど、今
日はやめておこう…。でも、お接待の地「四国」
の住民ですから、勇気を出して声をかけてみま
しょう。この講座では、いろいろな出会いを想
定して、ペアやグループで「笑顔で」英語を声
に出して言う練習をしましょう。すでに知ってい
る単語や表現を、口に出す練習の場です。
■講　　師／岡田奈知（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
　（毎週木曜：但し11/23は除く）
　12：30～14：00（全10回）
■定　　員／ 30名

■受 講 料／10,000円
■対　　象／初級（基本的な文法事項がわかる方
で、英語でおしゃべりする意欲のある方）
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第１回　英語が話せたらなぁ！
第２回　いいお天気ですね
第３回　迷子救出大作戦！
第４回　旅は道連れ
第５回　脳トレ！数字ドリル
第６回　宝くじがあたったら…
第７回　クール・ジャパン！
第８回　私の宝物
第９回　最強の英語学習法
第10回　また会いましょう

講座番号
118

ロシアの暮らしとロシア語
～ロシアに住んでいる人たちの生活を見てみよう～

金曜日
16：00～17：30
（全8回）

■講座概要／ロシアに住んでいる人たちは、どの
ような制度の下で日常生活を送っているのでしょ
うか。「厳しい」といわれるその生活ですが、実
際には結構明るく楽しい日常でもあります。その
秘密を探りながら、キリール文字とロシア語に触
れ、簡単なロシア語会話も身につけましょう。
■講　　師／藻利佳彦
　　　　　　（松山短期大学非常勤講師）

■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
　11/10、11/17、12/8、12/15
　（毎週金曜：但し11/3、11/24、12/1は除く）
　16：00～17：30（全8回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円
■対　　象／ロシア文化とロシア語に関心のある
方。ロシア語の知識は必要ありません。

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　クレムリンと大統領（日常と仕事）
第２回　ロシア生活のしくみ（基本的社会制度）
第３回　お茶とウォッカの文化（実際の生活）
第４回　車窓から見る暮らし（町の交通手段と鉄道）

第５回　飛翔の夢（ガガーリンと宇宙開発の発展）
第６回　コンサートと観劇（教養とエチケット）
第７回　サーカスの歴史（曲芸の進化と娯楽）
第８回　アネクド－ト（困難を跳ね返すエネルギー）

講座番号
120

民俗学入門（民俗学を楽しもう）
～民俗学でふるさとの良さを見つけよう～

水曜日
12：30～14：00
（全12回）

■講座概要／民俗学は、私たちの普段の生活の中
にも、古くから伝わるものが残っていることを
示してくれます。この授業では、様々な儀式や
出来事に表れる多様な地域性・民俗性について
学び、自他の違いを認めあう心の育成を図りま
す。
■講　　師／久保裕愛（日本民俗学会）

■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
　（毎週水曜）12：30～14：00（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／どなたでも受講可
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第１回　はじめに：民俗学とはどのような学問か？
第２回　地域性と多様性：西日本と東日本のちがい
第３回　文化の伝播：方言周圏論から学ぶ
第４回　衣食住：ハレ（晴）/ケ（褻）の世界観
第５回　社会のあり方：ムラとマチ、イエ
第６回　人生儀礼：結婚式と葬式

第７回　先祖への思い：墓と祖霊信仰
第８回　カミとの関係：山の神を中心に
第９回　民間信仰：四国の狸信仰を事例に
第10回　昔話と伝説：ムラの言い伝え
第11回　民謡：子守唄に現われた産業構造
第12回　民俗と地域おこし：西予市の亥の子を事例に

講座番号
304 Conversation Topics

火曜日
16：00～17：30
（全12回）

The aim of this course is to expose students to 
interest ing topics in Engl ish and provide the 
opportunity to discuss them in groups of two or three.
■Course Objectives／
　①To expose students to English as an international 
means of communication.
　②To help students better understand themselves while 
learning about others' experiences.
　③To help students gain confidense in speaking English.
　Upon completion of this course students should have 
confidence when speaking English.
■講　　師／ Gregory Dean　GRAY
　　　　　　（松山大学名誉教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、10/31、
　11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）16：00～17：30（全12回）

■定　　員／ 30名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／ To participate in this class you need 
to be able to converse in English using basic 
grammar and vocabulary.
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第１回　Getting Acquainted
第２回　Reviewing Summer
第３回　Autumn Festivals
第４回　Japanese Obon ＆ Funeral Customs 
第５回　Shinto ＆ Buddhist Customs
第６回　Health ＆ Aging
第７回　Staying Active ＆ Fit
第８回　Role Models
第９回　Gift Giving in Japan
第10回　Japanese National Holidays
第11回　Christmas Celebrations ＆ Customs
第12回　New Year's Customs

講座番号
313 中国語初級講座

水曜日
18：30～20：00
（全12回）

■講座概要／初級中国語のオムニバス講座です。
三者三様の切り口から中国語の世界をご案内し
ます。初めの4回は、学習者が苦手としやすい
点を中心に、発音と文法を概観します。続く4
回では、日本語話者が中国語を学ぶ際に有用な
視点・学習法を紹介します。最後の4回は会話
に挑戦し、中国語の運用力をつけていきます。

■講　　師／増野仁（松山大学名誉教授）、
　　　　　　孟子敏（松山大学人文学部教授）、
　　　　　　川澄哲也（松山大学経済学部准教授）
■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
　（毎週水曜）18：30～20：00（全12回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／12,000円
■対　　象／中国語初心者、或いは学習経験はあ
るが忘れてしまった方
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第１回　声調／動詞の使い方
第２回　そり舌音／形容詞の使い方
第３回　息の強弱／モノの数え方と所有・存在の表現
第４回　2種の「ん」／完了・進行・経験の表現
第５回　漢字でパワーアップ[1]－語彙力向上への方策
第６回　漢字でパワーアップ[2]－漢字語と漢文
第７回　漢字でパワーアップ[3]－直訳の限界
第８回　漢字でパワーアップ[4]－中国の多様な言語
第９回　会話[1]－本場の中華料理を注文する
第10回　会話[2]－値段を交渉する
第11回　会話[3]－パンダを見に行く
第12回　会話[4]－春節（旧正月）を祝う

講座番号
323 フランス語はじめのもう一歩！

木曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／ 2017年度春期コミュニティ・カレッ
ジ「フランス語はじめの一歩！」で学習した文
法内容を強化する形で、フランス語でのコミュ
ニケーションを練習していく講座です。とり
あえず口に出すところからはじめてみたい！と
いう学習歴ゼロの方でも大丈夫なクラスです。

■講　　師／越智三起子
　　　　　　（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、12/7、12/14、12/21
　（毎週木曜：但し11/23、11/30 は除く）　
　10：15 ～ 11：45（全 10 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,000円（テキスト：『パザパ　話
せて書けるフランス語入門』（武井由紀ほか）を
持っていない方は、別途教材費2,560円が初回
講義時に必要です。）
■対　　象／フランス語初心者の方／初心者のレ
ベルに合わせられる既習者の方
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第１回　数字・月・曜日
第２回　自己紹介（復習）
第３回　活動について語る faire
第４回　頻度・好きなこと
第５回　ショッピング・物の描写

第６回　比較級
第７回　食べ物について語る
第８回　マルシェでの会話
第９回　体調について語る
第10回　まとめ

講座番号
335 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、少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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、
11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21
　（毎週木曜：但し11/23は除く）10：15～11：45（全11回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／11,000円（テキスト：『New西江
韓国語1B』（西江大学韓国語教育院）を持って
いない方は、別途教材費2,300～2,900円程度
が初回講義時に必要です。）

■対　　象／ 2017年度春期講座「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、入門レベルの学習を終えた方
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第１回　趣味を話す
第２回　勧誘表現①
第３回　勧誘表現②
第４回　二つの節をつなぐ表現
第５回　不可能・強い否定・拒絶などを表す表現
第６回　動作・行動や状態などの理由を表す表現

第７回　意図や未来の計画について話す時の表現
第８回　過去の経験を表す表現
第９回　丁寧な依頼・お願いをする表現
第10回　比較表現①
第11回　比較表現②

※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。（講座申込者全員）

講座番号
343

ドイツ語で話してみよう！
～楽しく学ぶドイツ語の基礎～

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。簡単な作
文や会話練習を行いながら、ドイツ語の基礎
を少しずつ確実に身につけていきます。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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、
12/21
　（毎週木曜：但し 11/2、11/23 は除く）　　
　18：30 ～ 20：00（全 10 回）　
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／ドイツ語を初めて習う方。かつて習っ

　たものの、ほとんど忘れたという方。旅行や留学
に備えて、あるいは趣味として、基本だけでも習っ
ておきたい方。※ 授業は日本語で行います。授
業には、筆記用具、ノート、辞書（初回授業で説
明）を持参してください。
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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　サイクリングは好き？
第４回　きみはドイツ語を話すの？
第５回　私は列車でハンブルクへ行きます
第６回　今日はレストランで食事します
第７回　今朝は7時に起きました
第８回　列車は何時に出るのですか？
第９回　ホテルまで歩いて行けますか？
第10回　コーヒーを一杯、頂きたいのですが

講座番号
352

i Vamos a estudiar español！
（スペイン語を勉強しましょう！）～場面ごとに使えるスペイン語～

金曜日
14：15～15：45
（全10回）

■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
11/10、11/17、12/1、12/8、12/15、
12/22
　（毎週金曜：但し11/3、11/24 は除く）
　14：15～ 15：45（全 10回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／ 10,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から

■講座概要／スペイン語はほとんどローマ字読みで、発音も日本語に近く、日本人には勉強しやすい外国
語です。勉強しながらスペインや中南米の文化も紹介します。少しずつスペイン語で話しましょう！ ス
ペイン語が話せれば、スペインのほか多くのラテンアメリカの人ともコミュニケーションできます。
　※2017年度春期講座の続きですが、継続したい人も新しい人も受講できます。
■講　　師／Maria Ines TORRISI（松山大学非常勤講師）
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第１回　自己紹介。どこの出身？元気ですか？
第２回　～～が好きです。BINGO!
第３回　いくらですか
第４回　スーパーマーケットで
第５回　服を買うのは好き？
第６回　何をしてますか？
第７回　駅へいきたいんです…。
第８回　誕生日おめでとう！
第９回　今日の天気は？
第10回　何時に起きますか？

講座番号
402 太極拳入門

月曜日
19：00～20：30
（全11回）

■開講日時／ 10/2、10/16、10/23、10/30、
11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、
12/18、12/25
　（毎週月曜：但し10/9、11/27 は除く）
　19：00～ 20：30（全 11回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／ 11,148円（保険料含む）
■対　　象／太極拳が継続的に練習可能な健康
状態にある方。（疾病のある方は医師からの許
可を得ての参加をお願いいたします。）

■講座概要／「簡化24式太極拳」をベースに、健康や身体能力向上のための太極拳を指導します。ま
た初回から数回、グループ別に太極拳の入門動作を指導しますので、しばらく練習を休んでおられた
2017年度春期講座参加者や、秋期講座から初参加の方も、安心してご参加ください。

■講　　師／池本淳一（松山大学人文学部准教授）
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第１回　グループ別指導①
第２回　グループ別指導②
第３回　グループ別指導③
第４回　第十三式
第５回　第十四式、第十五式
第６回　第十六式
第７回　第十七式
第８回　第十八式
第９回　第十九式、第二十式
第10回　第二十一式、第二十二式
第11回　第二十三式、第二十四式

講座番号
314

中国語初中級会話
～初級から抜け出すために～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／基礎的な学習を終え、中国語能力を
向上させたいと考える人（一年程度学習経験が
ある）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～中級レベルの会話を学習します。受講
者のレベルに応じて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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、

　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／12,000円（テキスト：『学ぶ中国語  初中
　級編』（王亜新・劉素英）を持っていない方は、別
途教材費2,250円が初回講義時に必要です。）
■対　　象／基礎的な中国語の能力（発音・自己紹
介ができる程度／一年程度の学習経験）を有する方
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第 1 回　自我介 （自己紹介）１
第２回　自我介 （自己紹介）２
第３回　我 的大学（私たちの大学）１
第４回　我 的大学（私たちの大学）２
第５回　我的家庭（私の家庭）１
第６回　我的家庭（私の家庭）２

第７回　我家在四国（家は四国にあります）１
第８回　我家在四国（家は四国にあります）２
第９回　星期天（日曜日）１
第10回　星期天（日曜日）２
第11回　我的 好（私の趣味）１
第12回　我的 好（私の趣味）２

講座番号
334 韓国語会話（入門）

火曜日
19：00～20：30
（全12回）

■講座概要／この講座では、簡単な挨拶や日常
的に用いられる基本語彙、定型表現を学習し
ます。韓国旅行や出張のとき、「看板やメニュー
を読むことができる」「簡単な会話ができる」
ように、韓国語の学習を始めてみませんか。

■講　　師／李順蓮（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）19：00 ～ 20：30（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／韓国語の初心者の方
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第１回　場所・位置と方向（１）

第２回　場所・位置と方向（２）

第３回　趣味（１）

第４回　趣味（２）

第５回　買い物（１）

第６回　買い物（２）

第７回　季節・天気

第８回　食べ物・味

第９回　時間

第10回　交通

第11回　計画（１）

第12回　計画（２）

講座番号
336

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12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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、

　12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15 ～ 11：45（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円（授業中にプリントを配布しま
　す。テキスト『韓国言語文化リスニング集』（白峰子ほ
か）をお持ちの方は、ご持参ください。）
■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）
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第１回　韓国の食事マナー
第２回　韓国の伝統衣装
第３回　韓国の伝統食品（キムチなど）
第４回　韓国の食べ物（韓定食など）
第５回　韓国のお祝い事情（還暦など）
第６回　韓国の文化（人情味など）

第７回　韓国の文化（諺など）
第８回　韓国の住居文化
第９回　韓国の歳時風俗
第10回　韓国の宗教（仏教など）
第11回　韓国の伝統音楽
第12回　韓国の在来市場

講座番号
344 ドイツ語会話（中級）

火曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／この講座では、様々なテーマを通じ、
日常会話の重要な表現を学んで、ドイツの文化・
習慣などの紹介も取り入れます。楽しくドイツ
語で話しませんか。
　※ 2017 年度春期のつづきですが、継続した
い人も新しい人も大歓迎！
■講　　師／ Oliver ABERT
　　　　　　（松山大学経済学部講師）

■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）14：15 ～ 15：45（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／基礎文法を取得した方で、会話中心の
講座を受講したい方（中級）
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第１回　街と地方
第２回　観光と旅
第３回　癒し
第４回　所変われば品変わる
第５回　パーティーと祭り
第６回　好きなイベント

第７回　言語バイオグラフィー
第８回　夢と希望
第９回　スポーツと自由時間
第10回　過去の話
第11回　食習慣
第12回　メディアと出版



健　康　ス　ポ　ー　ツ　講　座

文　化　語　学　講　座

ビ　ジ　ネ　ス　講　座

講座番号
121 人間の幸福とペット

水曜日
18：30～20：00
（全4回）

■講　　師／佐藤亜樹
　　　　　　（松山大学人文学部准教授）
■開講日時／ 10/18、10/25、11/1、11/8
　（毎週水曜）18：30～20：00（全4回）
■定　　員／40名
■受 講 料／3,600円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／本講座では、人類の歴史上における人と動物の関係や、人がペットを飼育する動機につい
て学びます。また、飼い主にとってのペットの死の意味、その際の心身のストレス反応、周囲の人々（対
人援助職を含む）ができる支援について学びます。動物介在療法についても紹介します。

講座番号
205

マーケティング・ゼミナール
サービス・ビジネスの創造を学ぶ

木曜日
19：00～20：30
（全8回）

■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円（テキスト：『オープン・サー
　ビス・イノベーション』（CCCメディアハウ
ス）を持っていない方は、別途教材費2,250円
が初回講義時に必要です。）
■対　　象／マーケティングについて関心を持つ
方や、マーケティング業務に携わっている方で
あれば、受講いただけます。
　※本講座はゼミナール形式で行われます。講座
の進め方やテキストについての詳細は、ホーム
ページをご確認ください。

■講座概要／今期のゼミナールでは、ヘンリー・チェスブロウの『オープン・サービス・イノベーション』
というテキストを取り上げて、サービス・ビジネスについて学習したいと思います。近年では、サービ
スの観点からビジネスを再考する必要性が叫ばれています。本テキストを通じて、サービス・マーケティ
ングの新たな視点について理解を深めていきましょう。
■講　　師／河内俊樹（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/5、10/19、10/26、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14
　（毎週木曜：但し10/12、11/2、11/23は除く）19：00～20：30（全8回）

講座番号
204 人事の科学

火曜日
18：30～20：00
（全6回）

■講　　師／柴田好則（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7
　（毎週火曜）18：30～20：00（全6回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／5,400円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／この講座では、労働生産性の向上やメンタルヘルスの問題など、昨今話題となっている人事
の諸課題を科学的な思考によって解決していく方法を学びます。人事に関わるアカデミックな研究を題
材にして、人事の未来を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
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第１回　人と動物の関係の歴史、ペット飼育の効用

第２回　ペット・ロスと通常の悲嘆、飼い主支援1

第３回　ペット・ロスと病的な悲嘆、飼い主支援2

第４回　動物介在療法の歴史と実際

講座番号
116

「源氏物語」を楽しむ
～「帚木の巻」（雨夜の品定め）を読む～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／前回の「桐壺の巻」に続き、「帚木の
巻」（雨夜の品定め）を読みます。妻とする理想
の女性とはどのような女性かを三人の登場人物
が語る興味深い場面です。深い原文の味わいを
鑑賞し、源氏物語の面白さをできるだけわかり
やすく、楽しみながら読み進めます。
　日本の古典に関心のある方、一緒に読んでみま
せんか。新しい発見があるはずです。
■講　　師／武内哲志（松山大学非常勤講師、高
齢者大学講師、松山坊っちゃん会会長）

■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
  10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
  12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／ 40名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／初級から上級まで意欲のある方
（読書の好きな方）ならどなたでも楽しめます。
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第１回　導入－「帚木の巻」のあらすじ－
　　　　光源氏の人柄－内裏の御物忌
第２回　雨夜の品定めの発端－上中下三階層の女について
第３回　中流の女について－妻とすべき女とは
第４回　未婚の若い娘－世話女房について

第５回　理想の妻とは－思わせぶりな女
第６回　夫の操縦法について－技芸の道と
　　　　女の美徳
第７回　指食いの女の話①
第８回　指食いの女の話②

第９回　木枯らしの女の話
第10回　常夏の女の話
第11回　女学者、蒜食いの女の話
第12回　雨夜の品定めのまとめ

講座番号
115

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～

火曜日
18：30～20：00
（全8回）

■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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21
　（毎週火曜）18：30～20：00（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
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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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第１回　人事の科学とは
第２回　ダイバーシティ（組織における多様性）の科学
第３回　ネットワーク（組織における人脈）の科学
第４回　メンタルヘルス（組織における健康）の科学
第５回　クリエイティビティ（組織における創造性）の科学
第６回　人事の未来
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第１回　「オープン・サービス・イノベーション」
　　　　について，グループ決め
第２回　ビジネスをサービスとして考える
第３回　顧客との共創
第４回　社外にサービス・イノベーションを広げる
第５回　サービスでビジネスモデルを変換する
第６回　大企業のオープン・サービス・イノベーション
第７回　中小企業のオープン・サービス・イノベーション
第８回　サービス・ビジネスのオープン・サービス・イノベーション

講座番号
117 フランス文学と美術

水曜日
12：30～14：00
（全5回）

■講座概要／「文学と美術はどちらがより優れた
芸術なのか」－多くの文学者や芸術家を悩ませ
たこの素朴な問いは、両者の間に豊かな相互作
用を生み出してきました。本講座では、フラン
ス文学を中心に、美術と密接な関わりを持つ文
学作品を、関連する美術作品を鑑賞しつつ味わ
います。
■講　　師／進藤久乃
　　　　　　（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/11、10/25、11/8、11/22、
　12/13（水曜）12：30～14：00（全5回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／4,500円
■対　　象／文学・芸術に興味のある方。フラン
スの作家や詩人のテクストを扱う予定ですが、
邦訳を使うので、フランス語の知識は問いませ
ん。
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第１回　絵画をめぐる言説
第２回 「描写」（ekphrasis）の問題
第３回　写真をめぐる議論
第４回　カリグラムの世界
第５回　20世紀における詩画集の系譜

講座番号
119

児童文学講座ｰせかい民話の旅
～語り継がれてきた民話の語りと文化比較～

金曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／世界のいろんな国の民話を訪ね、民
話から風土や文化を学びます。これまでの講座
では、イギリスやヨーロッパ中心でしたが、今
回は、中国韓国アジアやアフリカの民話の語り
も聞いていただきます。日本の民話との共通点
や相違を探っていきます。
■講　　師／光藤由美子（松山おはなしの会会長、
語り手たちの会会員）
■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
　11/10、11/17、12/1、12/8、12/15、12/22
　（毎週金曜：但し11/3、11/24は除く）　
　10：15～11：45（全10回）
■定　　員／ 25名

■受 講 料／9,000円
■対　　象／どなたでも受講可
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第１回　イギリスの昔話比較「怠け者が出世する話」
第２回　イギリスの昔話比較「夢が本当になる話」
第３回　グリム兄弟について「三つの願い」
第４回　グリムの昔話について「池の中の水の精」
第５回　アーサー・ランサムのロシアの昔話
第６回　アフリカの民話「アナンシの話」
第７回　中国の民話「チワンの錦」
第８回　韓国の民話「トッケビ話」
第９回　アジアの民話「小石投げの名人タオカム」
第10回　ストーリーテリング（お話を語る）

講座番号
303

英語でしゃべろう!!
～かんたん！英語でお接待～

木曜日
12：30～14：00
（全10回）

■講座概要／外国人を見かけると、ついつい目を
伏せていませんか？話しかけてみたいけど、今
日はやめておこう…。でも、お接待の地「四国」
の住民ですから、勇気を出して声をかけてみま
しょう。この講座では、いろいろな出会いを想
定して、ペアやグループで「笑顔で」英語を声
に出して言う練習をしましょう。すでに知ってい
る単語や表現を、口に出す練習の場です。
■講　　師／岡田奈知（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
　（毎週木曜：但し11/23は除く）
　12：30～14：00（全10回）
■定　　員／ 30名

■受 講 料／10,000円
■対　　象／初級（基本的な文法事項がわかる方
で、英語でおしゃべりする意欲のある方）
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第１回　英語が話せたらなぁ！
第２回　いいお天気ですね
第３回　迷子救出大作戦！
第４回　旅は道連れ
第５回　脳トレ！数字ドリル
第６回　宝くじがあたったら…
第７回　クール・ジャパン！
第８回　私の宝物
第９回　最強の英語学習法
第10回　また会いましょう

講座番号
118

ロシアの暮らしとロシア語
～ロシアに住んでいる人たちの生活を見てみよう～

金曜日
16：00～17：30
（全8回）

■講座概要／ロシアに住んでいる人たちは、どの
ような制度の下で日常生活を送っているのでしょ
うか。「厳しい」といわれるその生活ですが、実
際には結構明るく楽しい日常でもあります。その
秘密を探りながら、キリール文字とロシア語に触
れ、簡単なロシア語会話も身につけましょう。
■講　　師／藻利佳彦
　　　　　　（松山短期大学非常勤講師）

■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
　11/10、11/17、12/8、12/15
　（毎週金曜：但し11/3、11/24、12/1は除く）
　16：00～17：30（全8回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円
■対　　象／ロシア文化とロシア語に関心のある
方。ロシア語の知識は必要ありません。
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第１回　クレムリンと大統領（日常と仕事）
第２回　ロシア生活のしくみ（基本的社会制度）
第３回　お茶とウォッカの文化（実際の生活）
第４回　車窓から見る暮らし（町の交通手段と鉄道）

第５回　飛翔の夢（ガガーリンと宇宙開発の発展）
第６回　コンサートと観劇（教養とエチケット）
第７回　サーカスの歴史（曲芸の進化と娯楽）
第８回　アネクド－ト（困難を跳ね返すエネルギー）

講座番号
120

民俗学入門（民俗学を楽しもう）
～民俗学でふるさとの良さを見つけよう～

水曜日
12：30～14：00
（全12回）

■講座概要／民俗学は、私たちの普段の生活の中
にも、古くから伝わるものが残っていることを
示してくれます。この授業では、様々な儀式や
出来事に表れる多様な地域性・民俗性について
学び、自他の違いを認めあう心の育成を図りま
す。
■講　　師／久保裕愛（日本民俗学会）

■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
　（毎週水曜）12：30～14：00（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／どなたでも受講可
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第１回　はじめに：民俗学とはどのような学問か？
第２回　地域性と多様性：西日本と東日本のちがい
第３回　文化の伝播：方言周圏論から学ぶ
第４回　衣食住：ハレ（晴）/ケ（褻）の世界観
第５回　社会のあり方：ムラとマチ、イエ
第６回　人生儀礼：結婚式と葬式

第７回　先祖への思い：墓と祖霊信仰
第８回　カミとの関係：山の神を中心に
第９回　民間信仰：四国の狸信仰を事例に
第10回　昔話と伝説：ムラの言い伝え
第11回　民謡：子守唄に現われた産業構造
第12回　民俗と地域おこし：西予市の亥の子を事例に

講座番号
304 Conversation Topics

火曜日
16：00～17：30
（全12回）

The aim of this course is to expose students to 
interest ing topics in Engl ish and provide the 
opportunity to discuss them in groups of two or three.
■Course Objectives／
　①To expose students to English as an international 
means of communication.
　②To help students better understand themselves while 
learning about others' experiences.
　③To help students gain confidense in speaking English.
　Upon completion of this course students should have 
confidence when speaking English.
■講　　師／ Gregory Dean　GRAY
　　　　　　（松山大学名誉教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、10/31、
　11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）16：00～17：30（全12回）

■定　　員／ 30名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／ To participate in this class you need 
to be able to converse in English using basic 
grammar and vocabulary.
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第１回　Getting Acquainted
第２回　Reviewing Summer
第３回　Autumn Festivals
第４回　Japanese Obon ＆ Funeral Customs 
第５回　Shinto ＆ Buddhist Customs
第６回　Health ＆ Aging
第７回　Staying Active ＆ Fit
第８回　Role Models
第９回　Gift Giving in Japan
第10回　Japanese National Holidays
第11回　Christmas Celebrations ＆ Customs
第12回　New Year's Customs

講座番号
313 中国語初級講座

水曜日
18：30～20：00
（全12回）

■講座概要／初級中国語のオムニバス講座です。
三者三様の切り口から中国語の世界をご案内し
ます。初めの4回は、学習者が苦手としやすい
点を中心に、発音と文法を概観します。続く4
回では、日本語話者が中国語を学ぶ際に有用な
視点・学習法を紹介します。最後の4回は会話
に挑戦し、中国語の運用力をつけていきます。

■講　　師／増野仁（松山大学名誉教授）、
　　　　　　孟子敏（松山大学人文学部教授）、
　　　　　　川澄哲也（松山大学経済学部准教授）
■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
　（毎週水曜）18：30～20：00（全12回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／12,000円
■対　　象／中国語初心者、或いは学習経験はあ
るが忘れてしまった方
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第１回　声調／動詞の使い方
第２回　そり舌音／形容詞の使い方
第３回　息の強弱／モノの数え方と所有・存在の表現
第４回　2種の「ん」／完了・進行・経験の表現
第５回　漢字でパワーアップ[1]－語彙力向上への方策
第６回　漢字でパワーアップ[2]－漢字語と漢文
第７回　漢字でパワーアップ[3]－直訳の限界
第８回　漢字でパワーアップ[4]－中国の多様な言語
第９回　会話[1]－本場の中華料理を注文する
第10回　会話[2]－値段を交渉する
第11回　会話[3]－パンダを見に行く
第12回　会話[4]－春節（旧正月）を祝う

講座番号
323 フランス語はじめのもう一歩！

木曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／ 2017年度春期コミュニティ・カレッ
ジ「フランス語はじめの一歩！」で学習した文
法内容を強化する形で、フランス語でのコミュ
ニケーションを練習していく講座です。とり
あえず口に出すところからはじめてみたい！と
いう学習歴ゼロの方でも大丈夫なクラスです。

■講　　師／越智三起子
　　　　　　（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、12/7、12/14、12/21
　（毎週木曜：但し11/23、11/30 は除く）　
　10：15 ～ 11：45（全 10 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,000円（テキスト：『パザパ　話
せて書けるフランス語入門』（武井由紀ほか）を
持っていない方は、別途教材費2,560円が初回
講義時に必要です。）
■対　　象／フランス語初心者の方／初心者のレ
ベルに合わせられる既習者の方
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第１回　数字・月・曜日
第２回　自己紹介（復習）
第３回　活動について語る faire
第４回　頻度・好きなこと
第５回　ショッピング・物の描写

第６回　比較級
第７回　食べ物について語る
第８回　マルシェでの会話
第９回　体調について語る
第10回　まとめ

講座番号
335 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、少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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、
11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21
　（毎週木曜：但し11/23は除く）10：15～11：45（全11回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／11,000円（テキスト：『New西江
韓国語1B』（西江大学韓国語教育院）を持って
いない方は、別途教材費2,300～2,900円程度
が初回講義時に必要です。）

■対　　象／ 2017年度春期講座「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、入門レベルの学習を終えた方
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第１回　趣味を話す
第２回　勧誘表現①
第３回　勧誘表現②
第４回　二つの節をつなぐ表現
第５回　不可能・強い否定・拒絶などを表す表現
第６回　動作・行動や状態などの理由を表す表現

第７回　意図や未来の計画について話す時の表現
第８回　過去の経験を表す表現
第９回　丁寧な依頼・お願いをする表現
第10回　比較表現①
第11回　比較表現②

※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。（講座申込者全員）

講座番号
343

ドイツ語で話してみよう！
～楽しく学ぶドイツ語の基礎～

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。簡単な作
文や会話練習を行いながら、ドイツ語の基礎
を少しずつ確実に身につけていきます。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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、
12/21
　（毎週木曜：但し 11/2、11/23 は除く）　　
　18：30 ～ 20：00（全 10 回）　
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／ドイツ語を初めて習う方。かつて習っ

　たものの、ほとんど忘れたという方。旅行や留学
に備えて、あるいは趣味として、基本だけでも習っ
ておきたい方。※ 授業は日本語で行います。授
業には、筆記用具、ノート、辞書（初回授業で説
明）を持参してください。
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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　サイクリングは好き？
第４回　きみはドイツ語を話すの？
第５回　私は列車でハンブルクへ行きます
第６回　今日はレストランで食事します
第７回　今朝は7時に起きました
第８回　列車は何時に出るのですか？
第９回　ホテルまで歩いて行けますか？
第10回　コーヒーを一杯、頂きたいのですが

講座番号
352

i Vamos a estudiar español！
（スペイン語を勉強しましょう！）～場面ごとに使えるスペイン語～

金曜日
14：15～15：45
（全10回）

■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
11/10、11/17、12/1、12/8、12/15、
12/22
　（毎週金曜：但し11/3、11/24 は除く）
　14：15～ 15：45（全 10回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／ 10,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から

■講座概要／スペイン語はほとんどローマ字読みで、発音も日本語に近く、日本人には勉強しやすい外国
語です。勉強しながらスペインや中南米の文化も紹介します。少しずつスペイン語で話しましょう！ ス
ペイン語が話せれば、スペインのほか多くのラテンアメリカの人ともコミュニケーションできます。
　※2017年度春期講座の続きですが、継続したい人も新しい人も受講できます。
■講　　師／Maria Ines TORRISI（松山大学非常勤講師）
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第１回　自己紹介。どこの出身？元気ですか？
第２回　～～が好きです。BINGO!
第３回　いくらですか
第４回　スーパーマーケットで
第５回　服を買うのは好き？
第６回　何をしてますか？
第７回　駅へいきたいんです…。
第８回　誕生日おめでとう！
第９回　今日の天気は？
第10回　何時に起きますか？

講座番号
402 太極拳入門

月曜日
19：00～20：30
（全11回）

■開講日時／ 10/2、10/16、10/23、10/30、
11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、
12/18、12/25
　（毎週月曜：但し10/9、11/27 は除く）
　19：00～ 20：30（全 11回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／ 11,148円（保険料含む）
■対　　象／太極拳が継続的に練習可能な健康
状態にある方。（疾病のある方は医師からの許
可を得ての参加をお願いいたします。）

■講座概要／「簡化24式太極拳」をベースに、健康や身体能力向上のための太極拳を指導します。ま
た初回から数回、グループ別に太極拳の入門動作を指導しますので、しばらく練習を休んでおられた
2017年度春期講座参加者や、秋期講座から初参加の方も、安心してご参加ください。

■講　　師／池本淳一（松山大学人文学部准教授）
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第１回　グループ別指導①
第２回　グループ別指導②
第３回　グループ別指導③
第４回　第十三式
第５回　第十四式、第十五式
第６回　第十六式
第７回　第十七式
第８回　第十八式
第９回　第十九式、第二十式
第10回　第二十一式、第二十二式
第11回　第二十三式、第二十四式

講座番号
314

中国語初中級会話
～初級から抜け出すために～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／基礎的な学習を終え、中国語能力を
向上させたいと考える人（一年程度学習経験が
ある）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～中級レベルの会話を学習します。受講
者のレベルに応じて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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、

　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／12,000円（テキスト：『学ぶ中国語  初中
　級編』（王亜新・劉素英）を持っていない方は、別
途教材費2,250円が初回講義時に必要です。）
■対　　象／基礎的な中国語の能力（発音・自己紹
介ができる程度／一年程度の学習経験）を有する方
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第 1 回　自我介 （自己紹介）１
第２回　自我介 （自己紹介）２
第３回　我 的大学（私たちの大学）１
第４回　我 的大学（私たちの大学）２
第５回　我的家庭（私の家庭）１
第６回　我的家庭（私の家庭）２

第７回　我家在四国（家は四国にあります）１
第８回　我家在四国（家は四国にあります）２
第９回　星期天（日曜日）１
第10回　星期天（日曜日）２
第11回　我的 好（私の趣味）１
第12回　我的 好（私の趣味）２

講座番号
334 韓国語会話（入門）

火曜日
19：00～20：30
（全12回）

■講座概要／この講座では、簡単な挨拶や日常
的に用いられる基本語彙、定型表現を学習し
ます。韓国旅行や出張のとき、「看板やメニュー
を読むことができる」「簡単な会話ができる」
ように、韓国語の学習を始めてみませんか。

■講　　師／李順蓮（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）19：00 ～ 20：30（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／韓国語の初心者の方
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第１回　場所・位置と方向（１）

第２回　場所・位置と方向（２）

第３回　趣味（１）

第４回　趣味（２）

第５回　買い物（１）

第６回　買い物（２）

第７回　季節・天気

第８回　食べ物・味

第９回　時間

第10回　交通

第11回　計画（１）

第12回　計画（２）

講座番号
336

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12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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、

　12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15 ～ 11：45（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円（授業中にプリントを配布しま
　す。テキスト『韓国言語文化リスニング集』（白峰子ほ
か）をお持ちの方は、ご持参ください。）
■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
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第１回　韓国の食事マナー
第２回　韓国の伝統衣装
第３回　韓国の伝統食品（キムチなど）
第４回　韓国の食べ物（韓定食など）
第５回　韓国のお祝い事情（還暦など）
第６回　韓国の文化（人情味など）

第７回　韓国の文化（諺など）
第８回　韓国の住居文化
第９回　韓国の歳時風俗
第10回　韓国の宗教（仏教など）
第11回　韓国の伝統音楽
第12回　韓国の在来市場

講座番号
344 ドイツ語会話（中級）

火曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／この講座では、様々なテーマを通じ、
日常会話の重要な表現を学んで、ドイツの文化・
習慣などの紹介も取り入れます。楽しくドイツ
語で話しませんか。
　※ 2017 年度春期のつづきですが、継続した
い人も新しい人も大歓迎！
■講　　師／ Oliver ABERT
　　　　　　（松山大学経済学部講師）

■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）14：15 ～ 15：45（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／基礎文法を取得した方で、会話中心の
講座を受講したい方（中級）
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第１回　街と地方
第２回　観光と旅
第３回　癒し
第４回　所変われば品変わる
第５回　パーティーと祭り
第６回　好きなイベント

第７回　言語バイオグラフィー
第８回　夢と希望
第９回　スポーツと自由時間
第10回　過去の話
第11回　食習慣
第12回　メディアと出版

健　康　ス　ポ　ー　ツ　講　座

文　化　語　学　講　座

ビ　ジ　ネ　ス　講　座

講座番号
121 人間の幸福とペット

水曜日
18：30～20：00
（全4回）

■講　　師／佐藤亜樹
　　　　　　（松山大学人文学部准教授）
■開講日時／ 10/18、10/25、11/1、11/8
　（毎週水曜）18：30～20：00（全4回）
■定　　員／40名
■受 講 料／3,600円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／本講座では、人類の歴史上における人と動物の関係や、人がペットを飼育する動機につい
て学びます。また、飼い主にとってのペットの死の意味、その際の心身のストレス反応、周囲の人々（対
人援助職を含む）ができる支援について学びます。動物介在療法についても紹介します。

講座番号
205

マーケティング・ゼミナール
サービス・ビジネスの創造を学ぶ

木曜日
19：00～20：30
（全8回）

■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円（テキスト：『オープン・サー
　ビス・イノベーション』（CCCメディアハウ
ス）を持っていない方は、別途教材費2,250円
が初回講義時に必要です。）
■対　　象／マーケティングについて関心を持つ
方や、マーケティング業務に携わっている方で
あれば、受講いただけます。
　※本講座はゼミナール形式で行われます。講座
の進め方やテキストについての詳細は、ホーム
ページをご確認ください。

■講座概要／今期のゼミナールでは、ヘンリー・チェスブロウの『オープン・サービス・イノベーション』
というテキストを取り上げて、サービス・ビジネスについて学習したいと思います。近年では、サービ
スの観点からビジネスを再考する必要性が叫ばれています。本テキストを通じて、サービス・マーケティ
ングの新たな視点について理解を深めていきましょう。
■講　　師／河内俊樹（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/5、10/19、10/26、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14
　（毎週木曜：但し10/12、11/2、11/23は除く）19：00～20：30（全8回）

講座番号
204 人事の科学

火曜日
18：30～20：00
（全6回）

■講　　師／柴田好則（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7
　（毎週火曜）18：30～20：00（全6回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／5,400円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／この講座では、労働生産性の向上やメンタルヘルスの問題など、昨今話題となっている人事
の諸課題を科学的な思考によって解決していく方法を学びます。人事に関わるアカデミックな研究を題
材にして、人事の未来を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
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第１回　人と動物の関係の歴史、ペット飼育の効用

第２回　ペット・ロスと通常の悲嘆、飼い主支援1

第３回　ペット・ロスと病的な悲嘆、飼い主支援2

第４回　動物介在療法の歴史と実際

講座番号
116

「源氏物語」を楽しむ
～「帚木の巻」（雨夜の品定め）を読む～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／前回の「桐壺の巻」に続き、「帚木の
巻」（雨夜の品定め）を読みます。妻とする理想
の女性とはどのような女性かを三人の登場人物
が語る興味深い場面です。深い原文の味わいを
鑑賞し、源氏物語の面白さをできるだけわかり
やすく、楽しみながら読み進めます。
　日本の古典に関心のある方、一緒に読んでみま
せんか。新しい発見があるはずです。
■講　　師／武内哲志（松山大学非常勤講師、高
齢者大学講師、松山坊っちゃん会会長）

■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
  10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
  12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／ 40名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／初級から上級まで意欲のある方
（読書の好きな方）ならどなたでも楽しめます。
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第１回　導入－「帚木の巻」のあらすじ－
　　　　光源氏の人柄－内裏の御物忌
第２回　雨夜の品定めの発端－上中下三階層の女について
第３回　中流の女について－妻とすべき女とは
第４回　未婚の若い娘－世話女房について

第５回　理想の妻とは－思わせぶりな女
第６回　夫の操縦法について－技芸の道と
　　　　女の美徳
第７回　指食いの女の話①
第８回　指食いの女の話②

第９回　木枯らしの女の話
第10回　常夏の女の話
第11回　女学者、蒜食いの女の話
第12回　雨夜の品定めのまとめ

講座番号
115

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～

火曜日
18：30～20：00
（全8回）

■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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21
　（毎週火曜）18：30～20：00（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
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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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第１回　人事の科学とは
第２回　ダイバーシティ（組織における多様性）の科学
第３回　ネットワーク（組織における人脈）の科学
第４回　メンタルヘルス（組織における健康）の科学
第５回　クリエイティビティ（組織における創造性）の科学
第６回　人事の未来
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第１回　「オープン・サービス・イノベーション」
　　　　について，グループ決め
第２回　ビジネスをサービスとして考える
第３回　顧客との共創
第４回　社外にサービス・イノベーションを広げる
第５回　サービスでビジネスモデルを変換する
第６回　大企業のオープン・サービス・イノベーション
第７回　中小企業のオープン・サービス・イノベーション
第８回　サービス・ビジネスのオープン・サービス・イノベーション

講座番号
117 フランス文学と美術

水曜日
12：30～14：00
（全5回）

■講座概要／「文学と美術はどちらがより優れた
芸術なのか」－多くの文学者や芸術家を悩ませ
たこの素朴な問いは、両者の間に豊かな相互作
用を生み出してきました。本講座では、フラン
ス文学を中心に、美術と密接な関わりを持つ文
学作品を、関連する美術作品を鑑賞しつつ味わ
います。
■講　　師／進藤久乃
　　　　　　（松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/11、10/25、11/8、11/22、
　12/13（水曜）12：30～14：00（全5回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／4,500円
■対　　象／文学・芸術に興味のある方。フラン
スの作家や詩人のテクストを扱う予定ですが、
邦訳を使うので、フランス語の知識は問いませ
ん。
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第１回　絵画をめぐる言説
第２回 「描写」（ekphrasis）の問題
第３回　写真をめぐる議論
第４回　カリグラムの世界
第５回　20世紀における詩画集の系譜

講座番号
119

児童文学講座ｰせかい民話の旅
～語り継がれてきた民話の語りと文化比較～

金曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／世界のいろんな国の民話を訪ね、民
話から風土や文化を学びます。これまでの講座
では、イギリスやヨーロッパ中心でしたが、今
回は、中国韓国アジアやアフリカの民話の語り
も聞いていただきます。日本の民話との共通点
や相違を探っていきます。
■講　　師／光藤由美子（松山おはなしの会会長、
語り手たちの会会員）
■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
　11/10、11/17、12/1、12/8、12/15、12/22
　（毎週金曜：但し11/3、11/24は除く）　
　10：15～11：45（全10回）
■定　　員／ 25名

■受 講 料／9,000円
■対　　象／どなたでも受講可
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第１回　イギリスの昔話比較「怠け者が出世する話」
第２回　イギリスの昔話比較「夢が本当になる話」
第３回　グリム兄弟について「三つの願い」
第４回　グリムの昔話について「池の中の水の精」
第５回　アーサー・ランサムのロシアの昔話
第６回　アフリカの民話「アナンシの話」
第７回　中国の民話「チワンの錦」
第８回　韓国の民話「トッケビ話」
第９回　アジアの民話「小石投げの名人タオカム」
第10回　ストーリーテリング（お話を語る）

講座番号
303

英語でしゃべろう!!
～かんたん！英語でお接待～

木曜日
12：30～14：00
（全10回）

■講座概要／外国人を見かけると、ついつい目を
伏せていませんか？話しかけてみたいけど、今
日はやめておこう…。でも、お接待の地「四国」
の住民ですから、勇気を出して声をかけてみま
しょう。この講座では、いろいろな出会いを想
定して、ペアやグループで「笑顔で」英語を声
に出して言う練習をしましょう。すでに知ってい
る単語や表現を、口に出す練習の場です。
■講　　師／岡田奈知（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
　（毎週木曜：但し11/23は除く）
　12：30～14：00（全10回）
■定　　員／ 30名

■受 講 料／10,000円
■対　　象／初級（基本的な文法事項がわかる方
で、英語でおしゃべりする意欲のある方）
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第１回　英語が話せたらなぁ！
第２回　いいお天気ですね
第３回　迷子救出大作戦！
第４回　旅は道連れ
第５回　脳トレ！数字ドリル
第６回　宝くじがあたったら…
第７回　クール・ジャパン！
第８回　私の宝物
第９回　最強の英語学習法
第10回　また会いましょう

講座番号
118

ロシアの暮らしとロシア語
～ロシアに住んでいる人たちの生活を見てみよう～

金曜日
16：00～17：30
（全8回）

■講座概要／ロシアに住んでいる人たちは、どの
ような制度の下で日常生活を送っているのでしょ
うか。「厳しい」といわれるその生活ですが、実
際には結構明るく楽しい日常でもあります。その
秘密を探りながら、キリール文字とロシア語に触
れ、簡単なロシア語会話も身につけましょう。
■講　　師／藻利佳彦
　　　　　　（松山短期大学非常勤講師）

■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
　11/10、11/17、12/8、12/15
　（毎週金曜：但し11/3、11/24、12/1は除く）
　16：00～17：30（全8回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円
■対　　象／ロシア文化とロシア語に関心のある
方。ロシア語の知識は必要ありません。
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第１回　クレムリンと大統領（日常と仕事）
第２回　ロシア生活のしくみ（基本的社会制度）
第３回　お茶とウォッカの文化（実際の生活）
第４回　車窓から見る暮らし（町の交通手段と鉄道）

第５回　飛翔の夢（ガガーリンと宇宙開発の発展）
第６回　コンサートと観劇（教養とエチケット）
第７回　サーカスの歴史（曲芸の進化と娯楽）
第８回　アネクド－ト（困難を跳ね返すエネルギー）

講座番号
120

民俗学入門（民俗学を楽しもう）
～民俗学でふるさとの良さを見つけよう～

水曜日
12：30～14：00
（全12回）

■講座概要／民俗学は、私たちの普段の生活の中
にも、古くから伝わるものが残っていることを
示してくれます。この授業では、様々な儀式や
出来事に表れる多様な地域性・民俗性について
学び、自他の違いを認めあう心の育成を図りま
す。
■講　　師／久保裕愛（日本民俗学会）

■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
　（毎週水曜）12：30～14：00（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／どなたでも受講可

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　はじめに：民俗学とはどのような学問か？
第２回　地域性と多様性：西日本と東日本のちがい
第３回　文化の伝播：方言周圏論から学ぶ
第４回　衣食住：ハレ（晴）/ケ（褻）の世界観
第５回　社会のあり方：ムラとマチ、イエ
第６回　人生儀礼：結婚式と葬式

第７回　先祖への思い：墓と祖霊信仰
第８回　カミとの関係：山の神を中心に
第９回　民間信仰：四国の狸信仰を事例に
第10回　昔話と伝説：ムラの言い伝え
第11回　民謡：子守唄に現われた産業構造
第12回　民俗と地域おこし：西予市の亥の子を事例に

講座番号
304 Conversation Topics

火曜日
16：00～17：30
（全12回）

The aim of this course is to expose students to 
interest ing topics in Engl ish and provide the 
opportunity to discuss them in groups of two or three.
■Course Objectives／
　①To expose students to English as an international 
means of communication.
　②To help students better understand themselves while 
learning about others' experiences.
　③To help students gain confidense in speaking English.
　Upon completion of this course students should have 
confidence when speaking English.
■講　　師／ Gregory Dean　GRAY
　　　　　　（松山大学名誉教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、10/31、
　11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）16：00～17：30（全12回）

■定　　員／ 30名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／ To participate in this class you need 
to be able to converse in English using basic 
grammar and vocabulary.
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第１回　Getting Acquainted
第２回　Reviewing Summer
第３回　Autumn Festivals
第４回　Japanese Obon ＆ Funeral Customs 
第５回　Shinto ＆ Buddhist Customs
第６回　Health ＆ Aging
第７回　Staying Active ＆ Fit
第８回　Role Models
第９回　Gift Giving in Japan
第10回　Japanese National Holidays
第11回　Christmas Celebrations ＆ Customs
第12回　New Year's Customs

講座番号
313 中国語初級講座

水曜日
18：30～20：00
（全12回）

■講座概要／初級中国語のオムニバス講座です。
三者三様の切り口から中国語の世界をご案内し
ます。初めの4回は、学習者が苦手としやすい
点を中心に、発音と文法を概観します。続く4
回では、日本語話者が中国語を学ぶ際に有用な
視点・学習法を紹介します。最後の4回は会話
に挑戦し、中国語の運用力をつけていきます。

■講　　師／増野仁（松山大学名誉教授）、
　　　　　　孟子敏（松山大学人文学部教授）、
　　　　　　川澄哲也（松山大学経済学部准教授）
■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
　（毎週水曜）18：30～20：00（全12回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／12,000円
■対　　象／中国語初心者、或いは学習経験はあ
るが忘れてしまった方
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第１回　声調／動詞の使い方
第２回　そり舌音／形容詞の使い方
第３回　息の強弱／モノの数え方と所有・存在の表現
第４回　2種の「ん」／完了・進行・経験の表現
第５回　漢字でパワーアップ[1]－語彙力向上への方策
第６回　漢字でパワーアップ[2]－漢字語と漢文
第７回　漢字でパワーアップ[3]－直訳の限界
第８回　漢字でパワーアップ[4]－中国の多様な言語
第９回　会話[1]－本場の中華料理を注文する
第10回　会話[2]－値段を交渉する
第11回　会話[3]－パンダを見に行く
第12回　会話[4]－春節（旧正月）を祝う

講座番号
323 フランス語はじめのもう一歩！

木曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／ 2017年度春期コミュニティ・カレッ
ジ「フランス語はじめの一歩！」で学習した文
法内容を強化する形で、フランス語でのコミュ
ニケーションを練習していく講座です。とり
あえず口に出すところからはじめてみたい！と
いう学習歴ゼロの方でも大丈夫なクラスです。

■講　　師／越智三起子
　　　　　　（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、12/7、12/14、12/21
　（毎週木曜：但し11/23、11/30 は除く）　
　10：15 ～ 11：45（全 10 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,000円（テキスト：『パザパ　話
せて書けるフランス語入門』（武井由紀ほか）を
持っていない方は、別途教材費2,560円が初回
講義時に必要です。）
■対　　象／フランス語初心者の方／初心者のレ
ベルに合わせられる既習者の方
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第１回　数字・月・曜日
第２回　自己紹介（復習）
第３回　活動について語る faire
第４回　頻度・好きなこと
第５回　ショッピング・物の描写

第６回　比較級
第７回　食べ物について語る
第８回　マルシェでの会話
第９回　体調について語る
第10回　まとめ

講座番号
335 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、少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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、
11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21
　（毎週木曜：但し11/23は除く）10：15～11：45（全11回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／11,000円（テキスト：『New西江
韓国語1B』（西江大学韓国語教育院）を持って
いない方は、別途教材費2,300～2,900円程度
が初回講義時に必要です。）

■対　　象／ 2017年度春期講座「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、入門レベルの学習を終えた方
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第１回　趣味を話す
第２回　勧誘表現①
第３回　勧誘表現②
第４回　二つの節をつなぐ表現
第５回　不可能・強い否定・拒絶などを表す表現
第６回　動作・行動や状態などの理由を表す表現

第７回　意図や未来の計画について話す時の表現
第８回　過去の経験を表す表現
第９回　丁寧な依頼・お願いをする表現
第10回　比較表現①
第11回　比較表現②

※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。（講座申込者全員）

講座番号
343

ドイツ語で話してみよう！
～楽しく学ぶドイツ語の基礎～

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。簡単な作
文や会話練習を行いながら、ドイツ語の基礎
を少しずつ確実に身につけていきます。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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、
12/21
　（毎週木曜：但し 11/2、11/23 は除く）　　
　18：30 ～ 20：00（全 10 回）　
■定　　員／ 20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／ドイツ語を初めて習う方。かつて習っ

　たものの、ほとんど忘れたという方。旅行や留学
に備えて、あるいは趣味として、基本だけでも習っ
ておきたい方。※ 授業は日本語で行います。授
業には、筆記用具、ノート、辞書（初回授業で説
明）を持参してください。
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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　サイクリングは好き？
第４回　きみはドイツ語を話すの？
第５回　私は列車でハンブルクへ行きます
第６回　今日はレストランで食事します
第７回　今朝は7時に起きました
第８回　列車は何時に出るのですか？
第９回　ホテルまで歩いて行けますか？
第10回　コーヒーを一杯、頂きたいのですが

講座番号
352

i Vamos a estudiar español！
（スペイン語を勉強しましょう！）～場面ごとに使えるスペイン語～

金曜日
14：15～15：45
（全10回）

■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、
11/10、11/17、12/1、12/8、12/15、
12/22
　（毎週金曜：但し11/3、11/24 は除く）
　14：15～ 15：45（全 10回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／ 10,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から

■講座概要／スペイン語はほとんどローマ字読みで、発音も日本語に近く、日本人には勉強しやすい外国
語です。勉強しながらスペインや中南米の文化も紹介します。少しずつスペイン語で話しましょう！ ス
ペイン語が話せれば、スペインのほか多くのラテンアメリカの人ともコミュニケーションできます。
　※2017年度春期講座の続きですが、継続したい人も新しい人も受講できます。
■講　　師／Maria Ines TORRISI（松山大学非常勤講師）
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第１回　自己紹介。どこの出身？元気ですか？
第２回　～～が好きです。BINGO!
第３回　いくらですか
第４回　スーパーマーケットで
第５回　服を買うのは好き？
第６回　何をしてますか？
第７回　駅へいきたいんです…。
第８回　誕生日おめでとう！
第９回　今日の天気は？
第10回　何時に起きますか？

講座番号
402 太極拳入門

月曜日
19：00～20：30
（全11回）

■開講日時／ 10/2、10/16、10/23、10/30、
11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、
12/18、12/25
　（毎週月曜：但し10/9、11/27 は除く）
　19：00～ 20：30（全 11回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／ 11,148円（保険料含む）
■対　　象／太極拳が継続的に練習可能な健康
状態にある方。（疾病のある方は医師からの許
可を得ての参加をお願いいたします。）

■講座概要／「簡化24式太極拳」をベースに、健康や身体能力向上のための太極拳を指導します。ま
た初回から数回、グループ別に太極拳の入門動作を指導しますので、しばらく練習を休んでおられた
2017年度春期講座参加者や、秋期講座から初参加の方も、安心してご参加ください。

■講　　師／池本淳一（松山大学人文学部准教授）
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第１回　グループ別指導①
第２回　グループ別指導②
第３回　グループ別指導③
第４回　第十三式
第５回　第十四式、第十五式
第６回　第十六式
第７回　第十七式
第８回　第十八式
第９回　第十九式、第二十式
第10回　第二十一式、第二十二式
第11回　第二十三式、第二十四式

講座番号
314

中国語初中級会話
～初級から抜け出すために～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／基礎的な学習を終え、中国語能力を
向上させたいと考える人（一年程度学習経験が
ある）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～中級レベルの会話を学習します。受講
者のレベルに応じて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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、

　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15～11：45（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／12,000円（テキスト：『学ぶ中国語  初中
　級編』（王亜新・劉素英）を持っていない方は、別
途教材費2,250円が初回講義時に必要です。）
■対　　象／基礎的な中国語の能力（発音・自己紹
介ができる程度／一年程度の学習経験）を有する方
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第 1 回　自我介 （自己紹介）１
第２回　自我介 （自己紹介）２
第３回　我 的大学（私たちの大学）１
第４回　我 的大学（私たちの大学）２
第５回　我的家庭（私の家庭）１
第６回　我的家庭（私の家庭）２

第７回　我家在四国（家は四国にあります）１
第８回　我家在四国（家は四国にあります）２
第９回　星期天（日曜日）１
第10回　星期天（日曜日）２
第11回　我的 好（私の趣味）１
第12回　我的 好（私の趣味）２

講座番号
334 韓国語会話（入門）

火曜日
19：00～20：30
（全12回）

■講座概要／この講座では、簡単な挨拶や日常
的に用いられる基本語彙、定型表現を学習し
ます。韓国旅行や出張のとき、「看板やメニュー
を読むことができる」「簡単な会話ができる」
ように、韓国語の学習を始めてみませんか。

■講　　師／李順蓮（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）19：00 ～ 20：30（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／韓国語の初心者の方
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第１回　場所・位置と方向（１）

第２回　場所・位置と方向（２）

第３回　趣味（１）

第４回　趣味（２）

第５回　買い物（１）

第６回　買い物（２）

第７回　季節・天気

第８回　食べ物・味

第９回　時間

第10回　交通

第11回　計画（１）

第12回　計画（２）

講座番号
336

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12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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、

　12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）10：15 ～ 11：45（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円（授業中にプリントを配布しま
　す。テキスト『韓国言語文化リスニング集』（白峰子ほ
か）をお持ちの方は、ご持参ください。）
■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
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　韓国の食事マナー
第２回　韓国の伝統衣装
第３回　韓国の伝統食品（キムチなど）
第４回　韓国の食べ物（韓定食など）
第５回　韓国のお祝い事情（還暦など）
第６回　韓国の文化（人情味など）

第７回　韓国の文化（諺など）
第８回　韓国の住居文化
第９回　韓国の歳時風俗
第10回　韓国の宗教（仏教など）
第11回　韓国の伝統音楽
第12回　韓国の在来市場

講座番号
344 ドイツ語会話（中級）

火曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／この講座では、様々なテーマを通じ、
日常会話の重要な表現を学んで、ドイツの文化・
習慣などの紹介も取り入れます。楽しくドイツ
語で話しませんか。
　※ 2017 年度春期のつづきですが、継続した
い人も新しい人も大歓迎！
■講　　師／ Oliver ABERT
　　　　　　（松山大学経済学部講師）

■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12、12/19
　（毎週火曜）14：15 ～ 15：45（全 12 回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／基礎文法を取得した方で、会話中心の
講座を受講したい方（中級）
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第１回　街と地方
第２回　観光と旅
第３回　癒し
第４回　所変われば品変わる
第５回　パーティーと祭り
第６回　好きなイベント

第７回　言語バイオグラフィー
第８回　夢と希望
第９回　スポーツと自由時間
第10回　過去の話
第11回　食習慣
第12回　メディアと出版

講座番号
113

人間関係マネジメント入門
～対人コミュニケーション・スキルをアップしよう～

月曜日
18：30～20：00
（全11回）

■講座概要／人間関係がうまくいかなくて悩んで
いませんか。この授業では、人間関係のトラブ
ル、とりわけ、コミュニケーションのトラブルを
軽減するためのスキルの獲得を狙いにしていま
す。人間関係マネジメント・スキルをアップして、
より良い人間関係を築きましょう。
■講　　師／久保進（松山大学経済学部教授）
■開講日時／ 10/2、10/16、10/23、10/30、
　11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、12/18、
12/25（毎週月曜：但し10/9、11/27は除く）　
　18：30～ 20：00（全 11回）　
■定　　員／ 20名
■受 講 料／9,900円

■対　　象／どなたでも受講可

教　養　講　座
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第１回　人間関係のスキル・アップとは？
第２回 「聴く」スキルのアップ１：聴き方を変える
第３回 「聴く」スキルをアップ２：仕草を読み解く
第４回 「励まし」と「愚痴」について考えましょう
第５回　あなたはジャイアン、それとものび太くん？
第６回 「やれない」モードから「やれる」モードへ
第７回　対人葛藤の克服1：一人でやる派？
第８回　対人葛藤の克服2：感情のコントロール
第９回　対人葛藤の克服3：問題解決の手法を学ぶ
第10回　社会的スキルのアップ：スキーマ理論を学ぶ
第11回　自己呈示や自己モニタリングをやってみる

講座番号
114

コミュニケーション・スキルアップ講座
～「自分は自分」、「他人は他人」・・・人それぞれ～

木曜日
18：00～19：30
（全7回）

■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、11/2、
　11/9、11/16、11/30
　（毎週木曜：但し10/26、11/23は除く）
　18：00～19：30（全7回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／6,300円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／インターネットやSNSが普及する現代の環境の中、核家族化や共働き世帯の増加もあり、
日常生活での人づきあいが減少しつつあります。生活の便利化が進むと同時に、人と人との接点が減少し、
多世代に渡ってコミュニケーション不足の傾向が見られます。本講座では、「人との繋がり」を基本にし
て、コミュニケーションの方法を楽しく紹介・実践していきます。
■講　　師／幸田裕司（松山大学非常勤講師、メンタル・トレーナー）

講
座
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第１回　コミュニケーションの基本
第２回　ネットワークの構築（人との距離感）
第３回　環境の設定（場面設定・位置関係）
第４回　送信と受信（気持ちのキャッチボール）
第５回　ポジティブ思考（良いところ探し）
第６回　リラクゼーション（ストレス解消）
第７回　ストレスへの向き合い方（まとめ）

講座番号
110

株式投資のためのExcel 入門
～アベノミクス時代のファイナンスとデータ分析～

火曜日
18：30～20：00
（全12回）

■講座概要／ファイナンスの考え方を学びながら、
パソコンを使って株式投資を分析します。基本
的な流れは、まずファイナンス理論について学
習した後、金融情報サイトなど検索サービスの
活用を通して企業情報を入手します。その後は、
表計算とデータ分析を基礎から順次、積み上げ
ていきます。最後に株式投資分析を多角的に行
い、ご自身の資産運用の成果をまとめます。学
習過程でExcel の理解が深まり、株式投資と併
せてパソコン操作を応用する力が身に付きます。
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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
12/12、12/19
　（毎週火曜）18：30～20：00（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／Microsoft Excel の経験があるに越し
たことはありませんが、誰でも理解できるキホン
のキから始めます。

講
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第１回　ファイナンス理論とは

第２回　ファイナンス的思考法

第３回　株価データ収集と活用

第４回　表計算の基礎（１）

第５回　表計算の基礎（２）

第６回　データ分析の基礎（１）

第７回　データ分析の基礎（２）

第８回　ファンダメンタル分析

第９回　テクニカル分析

第10回　ポートフォリオ分析

第11回　資本資産価格モデル分析

第12回　金融工学とまとめ

講座番号
112

今日でも我々に襲いかかる伝染病
～国際史にみる感染症～

木曜日
18：30～20：00
（全9回）

■講座概要／伝染病は過去の病気と思われがちで
あるが、現在でも相当怖い。国内ではあまり話
題とならなくても、一歩日本を出ると少しも油断
できない。実は日本も水際作戦で侵入阻止に尽
力してきた。現在では一応成功していると考え
られるが , 以前はそうではなかった。これらの
内容を具体的にわかりやすく述べる。海外旅行
などに役立てば幸いである。
■講　　師／牧純（松山大学薬学部教授）
■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
　11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
　（毎週木曜：但し11/23は除く）
　18：30～20：00（全9回）
■定　　員／20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／極めて入門的、予備知識はいっさい不要

講
座
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第１回　感染症とは－その病原体の範囲－
第２回　性行為感染症と性病、エイズ
第３回　大問題だった伝染病の例
第４回　日本で古来より認められた感染症とは
第５回　感染症の日本侵入に水際作戦、マラリアは
第６回　脚気の原因を巡って
第７回　食中毒の新しい定義
第８回　完全制圧されたのは天然痘のみ
第９回　我々個々人がとるべき対応策

講座番号
111

ITを「安全に楽しく」利用するための基礎講座
～パソコン、スマホやインターネットの活用術と注意点～〈シニア向け〉

水曜日
18：30～20：00
（全10回）

■講座概要／パソコンやスマホだけでなく腕時計、
電気ポット、自動車までもがインターネットに
繋がる現代。便利になっていく反面、利用上注
意すべき点も多くなっています。本講座では、
IT 利用の基本となるパソコン操作を主眼に置き
つつ、その他 IT 機器やサービスの紹介を織り交
ぜながら、安心して ITを利用できる知識の習得
をめざします。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／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6
　（毎週水曜）18：30～20：00（全10回）
■定　　員／ 60名
■受 講 料／9,000円
■対　　象／初心者～キーボード入力できる程度の
レベルを主な対象とします。シニア向け。（但し、
シニア以外の方でも受講可）

講
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第１回　導入部

　　　　 －松山大学ネットワークの利用手順と

　　　　 インターネット検索の基礎－

第２回　入力あらかると

第３回　インターネットは楽しい？怖い？

第４回　画像処理のいろは

第５回　パワポで思い出作り

第６回 “文書を美しくする”テクニック

第７回 “文書を華やかにする”テクニック 

第８回　表計算のツカイドコロ

第９回　もっと！インターネット！

第10回 “IT版”未知との遭遇



講座番号
113

人間関係マネジメント入門
～対人コミュニケーション・スキルをアップしよう～

月曜日
18：30～20：00
（全11回）

■講座概要／人間関係がうまくいかなくて悩んで
いませんか。この授業では、人間関係のトラブ
ル、とりわけ、コミュニケーションのトラブルを
軽減するためのスキルの獲得を狙いにしていま
す。人間関係マネジメント・スキルをアップして、
より良い人間関係を築きましょう。
■講　　師／久保進（松山大学経済学部教授）
■開講日時／ 10/2、10/16、10/23、10/30、
　11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、12/18、
12/25（毎週月曜：但し10/9、11/27は除く）　
　18：30～ 20：00（全 11回）　
■定　　員／ 20名
■受 講 料／9,900円

■対　　象／どなたでも受講可

教　養　講　座

講
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第１回　人間関係のスキル・アップとは？
第２回 「聴く」スキルのアップ１：聴き方を変える
第３回 「聴く」スキルをアップ２：仕草を読み解く
第４回 「励まし」と「愚痴」について考えましょう
第５回　あなたはジャイアン、それとものび太くん？
第６回 「やれない」モードから「やれる」モードへ
第７回　対人葛藤の克服1：一人でやる派？
第８回　対人葛藤の克服2：感情のコントロール
第９回　対人葛藤の克服3：問題解決の手法を学ぶ
第10回　社会的スキルのアップ：スキーマ理論を学ぶ
第11回　自己呈示や自己モニタリングをやってみる

講座番号
114

コミュニケーション・スキルアップ講座
～「自分は自分」、「他人は他人」・・・人それぞれ～

木曜日
18：00～19：30
（全7回）

■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、11/2、
　11/9、11/16、11/30
　（毎週木曜：但し10/26、11/23は除く）
　18：00～19：30（全7回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／6,300円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／インターネットやSNSが普及する現代の環境の中、核家族化や共働き世帯の増加もあり、
日常生活での人づきあいが減少しつつあります。生活の便利化が進むと同時に、人と人との接点が減少し、
多世代に渡ってコミュニケーション不足の傾向が見られます。本講座では、「人との繋がり」を基本にし
て、コミュニケーションの方法を楽しく紹介・実践していきます。
■講　　師／幸田裕司（松山大学非常勤講師、メンタル・トレーナー）

講
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第１回　コミュニケーションの基本
第２回　ネットワークの構築（人との距離感）
第３回　環境の設定（場面設定・位置関係）
第４回　送信と受信（気持ちのキャッチボール）
第５回　ポジティブ思考（良いところ探し）
第６回　リラクゼーション（ストレス解消）
第７回　ストレスへの向き合い方（まとめ）

講座番号
110

株式投資のためのExcel 入門
～アベノミクス時代のファイナンスとデータ分析～

火曜日
18：30～20：00
（全12回）

■講座概要／ファイナンスの考え方を学びながら、
パソコンを使って株式投資を分析します。基本
的な流れは、まずファイナンス理論について学
習した後、金融情報サイトなど検索サービスの
活用を通して企業情報を入手します。その後は、
表計算とデータ分析を基礎から順次、積み上げ
ていきます。最後に株式投資分析を多角的に行
い、ご自身の資産運用の成果をまとめます。学
習過程でExcel の理解が深まり、株式投資と併
せてパソコン操作を応用する力が身に付きます。
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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、
12/12、12/19
　（毎週火曜）18：30～20：00（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／10,800円
■対　　象／Microsoft Excel の経験があるに越し
たことはありませんが、誰でも理解できるキホン
のキから始めます。

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　ファイナンス理論とは

第２回　ファイナンス的思考法

第３回　株価データ収集と活用

第４回　表計算の基礎（１）

第５回　表計算の基礎（２）

第６回　データ分析の基礎（１）

第７回　データ分析の基礎（２）

第８回　ファンダメンタル分析

第９回　テクニカル分析

第10回　ポートフォリオ分析

第11回　資本資産価格モデル分析

第12回　金融工学とまとめ

講座番号
112

今日でも我々に襲いかかる伝染病
～国際史にみる感染症～

木曜日
18：30～20：00
（全9回）

■講座概要／伝染病は過去の病気と思われがちで
あるが、現在でも相当怖い。国内ではあまり話
題とならなくても、一歩日本を出ると少しも油断
できない。実は日本も水際作戦で侵入阻止に尽
力してきた。現在では一応成功していると考え
られるが , 以前はそうではなかった。これらの
内容を具体的にわかりやすく述べる。海外旅行
などに役立てば幸いである。
■講　　師／牧純（松山大学薬学部教授）
■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
　11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
　（毎週木曜：但し11/23は除く）
　18：30～20：00（全9回）
■定　　員／20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／極めて入門的、予備知識はいっさい不要
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第１回　感染症とは－その病原体の範囲－
第２回　性行為感染症と性病、エイズ
第３回　大問題だった伝染病の例
第４回　日本で古来より認められた感染症とは
第５回　感染症の日本侵入に水際作戦、マラリアは
第６回　脚気の原因を巡って
第７回　食中毒の新しい定義
第８回　完全制圧されたのは天然痘のみ
第９回　我々個々人がとるべき対応策

講座番号
111

ITを「安全に楽しく」利用するための基礎講座
～パソコン、スマホやインターネットの活用術と注意点～〈シニア向け〉

水曜日
18：30～20：00
（全10回）

■講座概要／パソコンやスマホだけでなく腕時計、
電気ポット、自動車までもがインターネットに
繋がる現代。便利になっていく反面、利用上注
意すべき点も多くなっています。本講座では、
IT 利用の基本となるパソコン操作を主眼に置き
つつ、その他 IT 機器やサービスの紹介を織り交
ぜながら、安心して ITを利用できる知識の習得
をめざします。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／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6
　（毎週水曜）18：30～20：00（全10回）
■定　　員／ 60名
■受 講 料／9,000円
■対　　象／初心者～キーボード入力できる程度の
レベルを主な対象とします。シニア向け。（但し、
シニア以外の方でも受講可）
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第１回　導入部

　　　　 －松山大学ネットワークの利用手順と

　　　　 インターネット検索の基礎－

第２回　入力あらかると

第３回　インターネットは楽しい？怖い？

第４回　画像処理のいろは

第５回　パワポで思い出作り

第６回 “文書を美しくする”テクニック

第７回 “文書を華やかにする”テクニック 

第８回　表計算のツカイドコロ

第９回　もっと！インターネット！

第10回 “IT版”未知との遭遇


