
教　養　講　座

講座番号
112

Motto! 楽しい ! パソコン活用法
～『怖い』と『便利』を知って、パソコンを賢く利用～  （シニア向け）

火曜日
18：30～20：00

（全9回）

■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
10/30、11/6、11/13、11/20、11/27

　（毎週火曜）18：30～20：00（全9回）
■定　　員／ 40名
■受 講 料／8,100円
■対　　象／主に初心者～キーボード入力が
できるレベルのシニア向け講座ですが、講
座に出席可能な方であれば年齢・レベルは
問いません。

■講座概要／「ウィルスやネット詐欺が気になってパソコンを使うのが怖い」「パソコンを買い替えたいけ
ど、どれを買ったらいいのか…」「スマホや iPadとパソコンは何が違うの？」etc…疑問や困りごとがあ
る皆さん！本講座ではパソコン操作を基礎から紹介しつつ個別相談に対応することで『もっと楽しいパ
ソコン活用』をお手伝いします。パソコンは大学のものを使用します。

　※2018年春期講座とほぼ同じ内容になります。
■講　　師／橘雄司、中田めぐみ（共にジョー・ブランド）

講座番号
114

名句の技から学ぶ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～  

木曜日
14：15～15：45

（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、有名な俳句をもとに
学びます。また、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／ 10/4、10/11、10/18、11/1、
　11/8、11/22、11/29、12/6
　（毎週木曜） ※但し、10/25、11/15は除く
　14：15～15：45（全8回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／7,200円、歳時記や季寄せを持って
いない方のみ、別途、俳句手帳代(税込200円)
が初回講義時に必要です。

■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
116

児童文学講座
～イギリス児童文学へのいざない～ 

金曜日
10：15～11：45
（全10回）

■講座概要／大人が読んでも聞いても楽しく奥深
い、生きる希望に満ちた、ユーモアたっぷりの
イギリス児童文学や昔話を一緒に味わってみま
せんか？朗読や語りもあり、時には英語の原文
もありますが、日本語で説明しますので、どな
たでもどうぞ。前半は有名な児童文学作品を、
後半は昔話や語りを楽しんでいただきます。

■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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
　11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14
　（毎週金曜）※但し、11/23は除く
　10：15～11：45（全10回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／9,000円
■対　　象／どなたでも受講可

講座番号
113

メンタル・トレーニング
～スポーツにおけるストレスケアとコミュニケーションスキル～

火曜日
18：30～20：00

（全7回）

■講座概要／ストレス社会といわれる現代、公私に
わたる様々なマイナス要因が生活の中にたくさん
あります。「ストレス・ゼロ」を目指すのではなく、
ストレスと「どう向き合うか」を改めて考えると
ともに、特に、スポーツに関連する「メンタルの
システム」について考えていきたいと思います。
本講座では、競技種目に関わらず、スポ―ツ全般
における『メンタル』について、基本的な流れを
検証していきます。

■講　　師／幸田裕司 (松山大学非常勤講師、
　　　　　　メンタル・トレーナー )
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13
　（毎週火曜）18：30～20：00（全7回）

■定　　員／ 15名
■受 講 料／ 6,300 円
■対　　象／高校生以上で、部活動や競技スポーツ
に従事している方

講座番号
115

「源氏物語」を楽しむ
～「若紫の巻」を読む～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／「若紫の巻」は「源氏物語」中、最高
のヒロイン、紫の上が登場する巻です。わらわ病
をわずらった源氏は、北山の老いた修行僧のもと
に加持を受けに行きます。そこで、ある僧都のもと
に祖母と共に身を寄せている、美しい少女を見初
めます。この少女は、若紫と呼ばれ、源氏が憧れ
ている女性、藤壺に生き写しです。この回から初
めて参加される方も大歓迎です。深い原文の味わ
いを鑑賞しながら、わかりやすく読みすすめます。
一緒に「源氏物語」の世界を楽しんでみませんか。

■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／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/11、12/18
　（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
座
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ル

第１回　パソコンの基本操作と入力
第２回　Web検索とファイル管理
第３回　インターネットの光と影
第４回　Wordでグリーティングカード作成（基礎）
第５回　Wordでグリーティングカード作成（応用）
第６回　Excelで情報管理
第７回　Word、Excelの“一風変わった”利用法
第８回　PowerPointで旅のアルバム作成
第９回　Windows 10とフリーソフトの便利ワザ

講
座
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ジ
ュ
ー
ル

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

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　イギリス絵本の歴史
第２回 「不思議の国のアリス」
　　　　ルイス・キャロル著について
第３回 「クマのプーさん」
　　　　A・A・ミルン著について
第４回 「たのしい川べ」
　　　　ケネス・グレアム著について
第５回　ファージョン作品から
　　　 「ガラスのくつ」
第６回　昔話比較―女性が活躍する民話から
第７回　昔話や童話の中のねこ
第８回　イギリスの昔話とストーリーテラー
　　　 （語り手）
第９回　ストーリーテリング（語り）を
　　　　楽しむ１
第10回　ストーリーテリング（語り）を
　　　　楽しむ２

講
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第１回　心理的状態の確認

第２回　リラクセーション

第３回　マインドフルネス

第４回　サイキングアップ

第５回　注意・視点の切り替え

第６回　イメージトレーニング

第７回　パフォーマンス分析・まとめ

講
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第１回　導入 ―「若紫の巻」のあらすじ ―
　　　　源氏、病にかかり、北山の聖を訪ねる
第２回　源氏、美しい少女を垣間見る
第３回　僧都の坊に泊り、少女の素性を聞く
　　　　―僧都と尼君に意中を訴える
第４回　翌朝、源氏、僧都と聖、また尼君と惜別の歌を詠み交わす
第５回　迎えの君達との宴―帰京して、左大臣邸へ行く
第６回　少女を思い、尼君と文通 ―藤壺との逢瀬
第７回　藤壺、源氏の子を宿す
　　　　―帰京した尼君を訪ね、少女と会う
第８回　尼君に消息―少女を訪ねる
第９回　源氏、少女と一夜を過ごす
第10回　父兵部卿の宮の動き
　　　　―源氏、ひそかに若紫を二条の院に迎える
第11回　二条の院での、若紫の新しい生活
第12回　源氏、若紫に手習いを教える
　　　　―読後の感想を話し合う



健　康　ス　ポ　ー　ツ　講　座

文　化　語　学　講　座

ビ　ジ　ネ　ス　講　座

講座番号
304

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）

■開講日時／ 10/11、10/18、10/25、11/1、
　11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13
　（毎週木曜）　12：30～14：00（全10回）
■定　　員／ 35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）

■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）

講座番号
204

ハーバード・ビジネス・レビューの
名著論文で学ぶ経営学

木曜日
18：00～19：30

（全6回）

■講　　師／柴田好則
　　　　　  （松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8
　（毎週木曜）18：00～19：30（全6回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／5,400円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／今期の講座では、ハーバード・ビジネス・レビューの名著論文を題材にして経営学を学び
ます。偉人達の洞察に触れ、ビジネスにおける問題解決の方法について考えていきたいと思います。
講座はゼミナール形式で行います。毎回、数名に報告者となってもらい論文を紹介していただいたう
えで、ディスカッションを行います。

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　論文紹介、グループ決め 他 
第２回　マーケティング戦略 
第３回　競争戦略 
第４回　人材マネジメント 
第５回　組織デザイン 
第６回　イノベーション

講
座
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第１回　おしゃれなカフェへご案内！ 
第２回　スイーツを一緒に食べよう！ 
第３回　居酒屋で盛り上がろう！ 
第４回 「素敵ね♡」を探そう！ 
第５回　それ、どこで買ったの？ 
第６回　元気の秘訣は？ 
第７回　自販機で買い物しよう！ 
第８回　我が家のご馳走！ 
第９回　とっておきの自己紹介！ 
第10回　また会いましょう！

講座番号
305 Let’s Talk

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／
　①To expose students to English as an 
international means of communication.

　②To help s tudents  bet ter  unders tand 
themselves while learning about other's 
experiences.

　③To help students gain confidence in 
speaking English.

■講　　師／Gregory Dean GRAY（松山大学名誉教授）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/11、12/18
　（毎週火曜） 10：15～11：45（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. 

講座番号
313

ステップアップ中国語
～入門から初級へ～

水曜日
18：00～19：30

（全8回）

■講座概要／中国語の入門段階(ピンイン～挨拶、
簡単な構文の習得)を終えた方を対象とした、初
級中国語の講座です。入門段階で習った知識を
整理して基礎を固めつつ、新たな知識も学習し
て着実なステップアップを図ります。最終的に
は、何とか自力で中国を旅行できる程度の表現
力を目指します。

■講　　師／川澄哲也（松山大学経済学部准教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/31、
　11/7、11/14、11/28、12/5
　（毎週水曜） ※但し、10/24、11/21は除く
　18：00～19：30（全8回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／ 8,000円
■対　　象／ピンインの仕組みを一通り把握し
ている方

講座番号
322 楽 「々フランス語耳」養成講座

金曜日
10：15～11：45
（全11回）

■講座概要／フランスの子供たちのためのディク
テ教材・絵本・シャンソンなどを使って、フラン
ス文化を楽しく学びながら、耳を鍛え、正しく書
けるところまでを目指す講座です。音読、聞き取
り、書き取りの作業を通じて、会話の上達にも不
可欠な「フランス語耳」の獲得をめざしましょう！

■講　　師／越智三起子（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
　11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、
　12/21　（毎週金曜）※但し、11/23は除く
　10：15～11：45（全11回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／11,000円

■対　　象／初心者・既習者共に受講可

講座番号
323

旅のフランス語（中級）
～現地の人と話すことで旅をより楽しくしよう！～

月曜日
19：00～20：30
（全10回）

■講座概要／楽しい雰囲気の中で、フランス語と
フランス文化を学びましょう。旅行中によくあ
るシチュエーションでの会話方法を学びます。
言いたいことがフランス人に伝わるよう、発音
も練習しましょう。また、フランスでのふさわ
しい振る舞い方やフランス人の習慣についても
学べば、旅行を何倍も楽しめるはず！

■講　　師／ Thomas PERROUY （松山大学経済学部講師）
■開講日時／ 10/1、10/15、10/22、10/29、
　11/5、11/12、11/19、12/3、12/10、12/17
　（毎週月曜）※但し、10/8、11/26は除く
　19：00～20：30（全10回）
■定　　員／25名

■受 講 料／10,000円
■対　　象／基礎文法を一通り終えた既習者、中級レベル

講
座
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第１回　Reviewing Summer Vacation 
第２回　Autumn Festivals 
第３回　Traveling in Japan 
第４回　Traveling Abroad 
第５回　Staying Healthy 
第６回　Life After Retirement 
第７回　Smart Phones and Technology 
第８回　Schools and Education 
第９回　Heroes and Role Models 
第10回　National Holidays 
第11回　Christmas and Gift Giving 
第12回　New Year's Customs

講座番号
306 What is Your Opinion on...?

水曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／ In this course you will learn to 
give opinions,build your vocabulary,and 
improve your speaking fluency.

■講　　師／ Tzehaie Ogbamichael
　　　　　　（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
　（毎週水曜） 16：00～ 17：30  （全 12回） 
■定　　員／ 20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. Participation 
is open to everyone with basic English ability 
to communicate in a simple conversation.
Use of dictionary is strongly recommended.

講座番号
314

使いこなそう中国語
～中国語初中級会話～

火曜日
18：00～19：30
（全12回）

■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（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。教科書は春期開講講座より引き続いての使
用ですが、春期未受講の方も歓迎します。

■講　　師／宮田さつき（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/11、12/18
　（毎週火曜） 18：00～ 19：30  （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』（朝日出版社）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

講座番号
403 健康太極拳

木曜日
19：00～20：30
（全12回）

■講座概要／初めて太極拳を学ぶ方や太極拳の基
本を復習したい方を対象にしたクラスです。健
康づくりや身体能力向上のための太極拳を丁寧
に指導します。

■講　　師／池本淳一（松山大学人文学部准教授）
■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
　（毎週木曜）　19：00～20：30（全12回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／11,148円（保険料含む）
■対　　象／軽運動を行う上で健康上問題のない
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。)

講座番号
404 24式太極拳

月曜日
19：00～20：30
（全11回）

■講座概要／「簡化24式太極拳」は、伝統太極
拳をベースに、健康・体力づくりのために作成
された比較的長めの型です。本講座では太極拳
の基礎的動作を学び終えた方や、他武道経験者
を主な対象に、この世界でもっとも普及してい
る24式の後半部分を指導していきます。

■講　　師／池本淳一（松山大学人文学部准教授）
■開講日時／ 10/1、10/15、10/22、10/29、

　11/5、11/12、11/19、12/3、12/10、12/17、1/7
　（毎週月曜）※但し、10/8、11/26は除く
　19：00～20：30（全11回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／10,219円（保険料含む）
■対　　象／太極拳の基礎的な動作ができる方(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。)
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第１回　24式太極拳　前半動作の復習 
第２回　右蹬脚　双峰貫耳　転身左蹬脚 
第３回　左下勢独立 
第４回　  
第５回　  
第６回　海底針

第７回　閃通臂 
第８回　転身搬欄捶 
第９回　如封似閉 
第10回　十字手/収勢 
第11回　まとめと上達のためのワンポイント
　　　　アドバイス

講座番号
117

愛媛県の姉妹都市ハワイ州
～姉妹都市交流先ハワイを知り姉妹都市提携を最大限に生かすために～  

火曜日
18：30～20：00
（全11回）

■講座概要／今年は明治維新150周年です。ハワ
イにおいては明治元年、日本から初めての官約移
民が新天地を求めてハワイへ渡りました。この最
初の日系移民を「元年者」といいます。以来ハワ
イは日系人の地としても非常に重要であり歴史が
あります。愛媛県は現在、米国ハワイ州と姉妹都
市提携を持ち交流をおこなっていますが、それは
いつどのように始まり、どんな主旨を持って活動
しているのでしょうか。県民は自分達の姉妹都市
を知っていてもなかなか相手先のことを知り得ま
せん。ハワイ州について特に日系移民について学
びながら、講師の実体験を中心に愛媛県の取組
みをいくつかご紹介します。

　※2018年春期講座とほぼ同じ内容になります。
■講　　師／菅紀子（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/18
　（毎週火曜）※但し、12/11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

講座番号
118

19世紀ロシア文学に見る社会と個人
～時代に揺れる愛と青春のものがたり～

金曜日
16：00～17：30

（全8回）

■講座概要／ 19 世紀ロシア文学は、世界文学の
最高峰ともいわれ、すぐれた作家と作品が数多
くあります。時代に翻弄される愛と青春の姿と
ともに、本講座では、「社会と個人」、とりわけこ
の時期に問題となる個人主義の姿が浮き彫りと
なる場面を取り上げ、登場人物の葛藤する姿を
現代の問題と結びつけて考察します。簡単なロ
シア語も学びます。

■講　　師／藻利佳彦（松山短期大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/19、10/26、11/2、11/9、
　11/16、12/7、12/14、12/21
　（毎週金曜）　※但し、11/23、11/30は除く
　16：00～17：30（全8回） 
■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円
■対　　象／ロシアの文化に関心のある方なら、ど
なたでも受講できます。
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第１回　プーシキン『エヴゲーニイ・オネーギン』
　　　　の中の女性像
第２回　レールモントフ『現代の英雄』、
　　　　主人公ペチョーリンの孤独の実相
第３回　ゴーゴリ『狂人日記』にみる
　　　　上昇志向の狂気
第４回　ドストエフスキイ『貧しき人々』の
　　　　中の男性像
第５回　ツルゲーネフ『ルージン』に見る
　　　  「悲しみ」の力
第６回　トルストイ『青春日記』のなかの
　　　　エネルギー
第７回　チェーホフ『桜の園』の時代と分岐
第８回　ゴーリキイ『母』における世代間の
　　　　葛藤
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第１回　姉妹都市とは？愛媛県とハワイ州
　　　　姉妹都市提携の概要
第２回　ハワイ州の歴史
第３回　ハワイ日系移民の歴史
第４回　ハワイ日系移民の衣食住
第５回　ハワイの多文化共生社会について
第６回　明治維新150周年ハワイにおける
　　　　元年者プロジェクトについて
第７回　ハワイ日系人部隊の活躍
第８回　故ダニエル・イノウエ上院議員、
　　　　米日カウンシル
第９回　その他の戦後ハワイ日系人達の貢献
第10回　松山大学の国際交流基金カケハシ
　　　　イノウエプログラム参加
第11回　愛媛とハワイのメディアによる姉妹
　　　　交流、えひめ丸の記憶を語り継ぐた
　　　　めにディスカッション
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第１回　Introduction Lesson 

第２回　Annoying Things 

第３回　Beauty and Physical Attractiveness 

第４回　Behavior 

第５回　Books and Reading 

第６回　Crime 

第７回　How Often Do You...? 

第８回　Discrimination 

第９回　Education 

第10回　Money and Shopping 

第11回　Transportation 

第12回　Conclusion
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第１回　旅游（旅行）１ 
第２回　旅游（旅行）２ 
第３回　打工（アルバイト）１ 
第４回　打工（アルバイト）２ 
第５回　买东西（買い物）１ 
第６回　买东西（買い物）２ 
第７回　看电视（テレビを見る）１ 
第８回　看电视（テレビを見る）２ 
第９回　手机（携帯電話）１ 
第10回　手机（携帯電話）２ 
第11回　留学（留学）１ 
第12回　留学（留学）２
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第１回　イントロダクション 

第２回　自己紹介と挨拶 

第３回　ホテルにチェックインする 

第４回　銀行で両替する 

第５回　乗り物を利用する 

第６回　道をたずねる 

第７回　レストランで注文する 

第８回　買い物で値切る
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第１回　フランス語の音と綴り字（1） 
第２回　フランス語の音と綴り字（2） 
第３回　フランス語の音と綴り字（3） 
第４回　単語のディクテ 
第５回　リズムグループ 
第６回　音読練習+ディクテ（1） 
第７回　音読練習+ディクテ（2） 
第８回　音読練習+ディクテ（3） 
第９回　音読練習+ディクテ（4） 
第10回　音読練習+ディクテ（5）
第11回　まとめ
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第１回　イントロダクション・挨拶 
第２回　仲良くなる① 
第３回　仲良くなる② 
第４回　道を尋ねる① 
第５回　道を尋ねる② 
第６回　レストランで注文する① 
第７回　レストランで注文する② 
第８回　買い物をする① 
第９回　買い物をする② 
第10回　トラブルに直面！

講座番号
334

いよいよ韓国語
～韓国語基礎～

水曜日
14：15～15：45
（全11回）

■講座概要／既に「いよいよ韓国語̶入門」のクラ
スを受講しているか、韓国語の文字（ハングル）
の仕組みが理解でき、読むことができるという
レベルの方を対象にした講座です。主にはテキ
ストを中心に、韓国語の基礎語彙及び基本文型
を勉強します。11回の講座を通して、「職業」
「家族」「数字」「日常品の名前」「果物」「位置と
方向」「基本動詞」の語彙を学び、「自己紹介」
「職業」「買い物」「場所や位置」のテーマに関連
した基礎会話を練習します。

■講　　師／金菊熙（松山大学人文学部准教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、12/5、12/12、
　12/19
　（毎週水曜） ※但し、11/28は除く
　14：15～15：45（全11回）
■定　　員／ 16名
■受 講 料／11,000円（テキスト：『いよいよ韓
国語』（朝日出版社）を持っていない方は、別途教
材費2,460円が初回講義時に必要です。）

■対　　象／韓国語の文字（ハングル）の仕組みが理
解できて、読むことができる。基礎文型、基礎会
話からもう一度勉強したいという方に適した講座
です。

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11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／ 10/2、10/9、10/16、10/30、
　11/6、11/13、11/20、11/27、12/4、12/11、
　12/18
　（毎週火曜） ※但し、10/23は除く
　10：15～11：45（全11回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／11,000円（テキスト：『生きている
韓国語（諺）』（キム・ソンジョンほか）を持っ
ていない方は、別途教材費2,400～2,600円程
度が初回講義時に必要です。）

　※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
携課までお知らせください。（講座申込者全員）

■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）

講座番号
344 ドイツ語会話（初中級）

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びます。ドイツ語圏
の文化・習慣などの紹介も取り入れますので、
ドイツ人とコミュニケーションをするだけでは
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。楽しくドイツ語
で話しませんか。

■講　　師／ Oliver ABERT
　　　　　　（松山大学経済学部講師）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/11、12/18
　（毎週火曜） 14：15～15：45（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／基礎文法を習得した方で、会話中心の
講座を受講したい方（初中級）

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　第1課 ?
　　　 （こんにちは。）語彙と文型練習
第２回　第1課 ?
　　　 （こんにちは。）会話練習とタスク
第３回　第2課 ?
　　　 （この人は誰ですか。）語彙と文型練習
第４回　第2課 ?
　　　 （この人は誰ですか。）会話練習とタスク
第５回　第3課 ?
　　　 （これは何ですか。）語彙と文型練習
第６回　第3課 ?
　　　 （これは何ですか。）文型練習と会話練習
第７回　第3課 ?
　　　 （これは何ですか。）会話練習とタスク
第８回　第4課 ?
　　　 （今どこに行きますか。）語彙の練習
第９回　第4課 ?
　　　 （今どこに行きますか。）文型練習
第10回　第4課 ?
　　　 （今どこに行きますか。）会話練習
第11回　第4課 ?
　　　 （今どこに行きますか。）タスクとまとめ
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第１回　諺（1）3歳の癖は80歳まで続く
第２回　諺（2）牛を失ってから牛小屋を直す
第３回　諺（3）涙を流しながらカラシを食べる
第４回　諺（4）猿も木から落ちる
第５回　諺（5）言っている言葉が現実になる
第６回　諺（6）隣の法事にさかやき剃る
第７回　諺（7）安物買いの銭失い
第８回　諺（8）生まれたばかりの子犬はトラ
　　　　　　　の恐ろしさを知らない
第９回　諺（9）行った日が市日
第10回　諺（10）罪がばれるか心配で泥棒の足
　　　　　　　がしびれる
第11回　諺（11）空が崩れてもはい出る穴はある
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第１回　今までの言語の勉強

第２回　自由時間

第３回　お土産

第４回　買い物

第５回　食べ物・食習慣

第６回　仕事の一週

第７回　日曜日はオフ

第８回　家族

第９回　夢

第10回　お祝い事

第11回　住まい・住むこと

第12回　感情について

講座番号
335 韓国語会話（基礎）

水曜日
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
　（毎週水曜） 19：00～ 20：30  （全 12回） 
■定　　員／ 25名
■受 講 料／12,000円（テキスト：『いよいよ韓
国語』（朝日出版社）を持っていない方は、別途教
材費2,460円が初回講義時に必要です。）

■対　　象／「韓国語会話（入門）」や「韓国語
会話（基礎）」を受講した方。ハングル文字
が読める方で、簡単な会話（挨拶・自己紹介
など）を学んだことがある方

　レベル：初級

講座番号
343

ドイツ語を始めよう
～楽しく学ぶドイツ語の初歩～

木曜日
18：30～20：00
（全11回）

■講座概要／ドイツ語に触れてみたいけれども、
どうすればいいか分からない。そんなあなた
のための初心者向け講座です。実際の旅行を
想定して、宿泊と食事の場面を中心に、よく
使われる表現を学びながら、ドイツ語の基礎
を確実に身につけていきます。あなたもドイ
ツ語が話されている国々への旅に出かけてみ
ませんか。

■講　　師／田淵昌太（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13、
　12/20
　（毎週木曜） ※但し、11/22 は除く
　18：30～ 20：00  （全 11回） 
■定　　員／ 20名
■受 講 料／11,000円

■対　　象／ドイツ語を全く知らない初心者の方。
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。テキストの購入は不要です。

講座番号
352

スペイン語2018 Principiantes（初級）
～場面ごとに使えるスペイン語～

金曜日
14：15～15：45
（全11回）

■講座概要／実際によくある場面において、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。日常会話の重要な表現を学
んで、スペイン語圏の文化・習慣なども紹介
します。

■講　　師／Maria Inés TORRISI
　　　　　　（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
　（毎週金曜） ※但し、11/23 は除く
　14：15～ 15：45  （全 11回） 
■定　　員／ 20名
■受 講 料／11,000円
■対　　象／初級。スペイン語を始める人も、ス
ペイン語を勉強したことがある人も受講いた
だけます。
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第１回　イントロダクション、自己紹介
第２回 『いよいよ韓国語』第1‐7課
　　　　－　復習（会話練習）
第３回  第8課　韓国語の試験はいつですか。　　　　　　
　　　　－　復習（語彙・文型・会話練習）
第４回  第8課　韓国語の試験はいつですか。　　　
　　　　－　読む・書く・聞く・文化
第５回  第9課　地下鉄3号線に乗ってください。
　　　　－　語彙・文型練習
第６回　第9課　地下鉄3号線に乗ってください。
　　　　－　語彙・文型練習
第７回　第9課　地下鉄3号線に乗ってください。
　　　　－　タスク１（読む・書く）
第８回　第9課　地下鉄3号線に乗ってください。
　　　　－　タスク２（聞く）、文化
第９回　第10課　冬休みに何をする予定ですか。　　　　
　　　　－　語彙・文型練習
第10回　第10課　冬休みに何をする予定ですか。
　　　　－　語彙・文型練習
第11回　第10課　冬休みに何をする予定ですか。
　　　　－　タスク１（読む・書く）
第12回　第10課　冬休みに何をする予定ですか。
　　　　－　タスク２（聞く）、文化、まとめ
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第１回　こんにちは
第２回　私は日本から来ました
第３回　ホテルにはどう行けばいいですか
第４回　空室はありますか
第５回　708号室をどうぞ
第６回　今日は演奏会に行きます
第７回　今夜はドイツ料理を食べます
第８回　注文をお願いしたいのですが
第９回　彼の好きな飲み物はワインです
第10回　お勘定をお願いします
第11回　フュッセン行の切符をください
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第１回　自己紹介、私は教師です
　　　　…君は？…あなたは誰？
第２回　お元気ですか？
第３回　君の街には何がある？(Hay…)（1）
第４回　カフェにはたくさんの人がいます。
　　　　(Hay…)(2)
第５回　今日、何をしますか？
　　　　(HACER動詞)
第６回　誕生日おめでとう！
　　　　TENER動詞（1）
第７回　兄弟は何人いますか？
　　　　TENER動詞（2）
第８回　私の友達は目が黒いです
　　　　…TENER動詞（3）
第９回　青が好きです。Me gusta…
第10回　海が好きです …君は？Prefiero…
第11回　天気
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第１回　予備式・起勢 

第２回　基本手法 

第３回　基本歩法 

第４回　  

第５回　  

第６回　倒巻肱③歩法と手法の一致

第７回　野馬分鬃①歩法 

第８回　野馬分鬃②手法 

第９回　雲手 

第10回　単鞭①手法 

第11回　単鞭②歩法 

第12回　まとめと上達のコツ



健　康　ス　ポ　ー　ツ　講　座

文　化　語　学　講　座

ビ　ジ　ネ　ス　講　座

講座番号
304

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）

■開講日時／ 10/11、10/18、10/25、11/1、
　11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13
　（毎週木曜）　12：30～14：00（全10回）
■定　　員／ 35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）

■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）

講座番号
204

ハーバード・ビジネス・レビューの
名著論文で学ぶ経営学

木曜日
18：00～19：30

（全6回）

■講　　師／柴田好則
　　　　　  （松山大学経営学部准教授）
■開講日時／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8
　（毎週木曜）18：00～19：30（全6回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／5,400円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／今期の講座では、ハーバード・ビジネス・レビューの名著論文を題材にして経営学を学び
ます。偉人達の洞察に触れ、ビジネスにおける問題解決の方法について考えていきたいと思います。
講座はゼミナール形式で行います。毎回、数名に報告者となってもらい論文を紹介していただいたう
えで、ディスカッションを行います。
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第１回　論文紹介、グループ決め 他 
第２回　マーケティング戦略 
第３回　競争戦略 
第４回　人材マネジメント 
第５回　組織デザイン 
第６回　イノベーション
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第１回　おしゃれなカフェへご案内！ 
第２回　スイーツを一緒に食べよう！ 
第３回　居酒屋で盛り上がろう！ 
第４回 「素敵ね♡」を探そう！ 
第５回　それ、どこで買ったの？ 
第６回　元気の秘訣は？ 
第７回　自販機で買い物しよう！ 
第８回　我が家のご馳走！ 
第９回　とっておきの自己紹介！ 
第10回　また会いましょう！

講座番号
305 Let’s Talk

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／
　①To expose students to English as an 
international means of communication.

　②To help s tudents  bet ter  unders tand 
themselves while learning about other's 
experiences.

　③To help students gain confidence in 
speaking English.

■講　　師／Gregory Dean GRAY（松山大学名誉教授）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/11、12/18
　（毎週火曜） 10：15～11：45（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. 

講座番号
313

ステップアップ中国語
～入門から初級へ～

水曜日
18：00～19：30

（全8回）

■講座概要／中国語の入門段階(ピンイン～挨拶、
簡単な構文の習得)を終えた方を対象とした、初
級中国語の講座です。入門段階で習った知識を
整理して基礎を固めつつ、新たな知識も学習し
て着実なステップアップを図ります。最終的に
は、何とか自力で中国を旅行できる程度の表現
力を目指します。

■講　　師／川澄哲也（松山大学経済学部准教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/31、
　11/7、11/14、11/28、12/5
　（毎週水曜） ※但し、10/24、11/21は除く
　18：00～19：30（全8回）
■定　　員／ 20名

■受 講 料／ 8,000円
■対　　象／ピンインの仕組みを一通り把握し
ている方

講座番号
322 楽 「々フランス語耳」養成講座

金曜日
10：15～11：45
（全11回）

■講座概要／フランスの子供たちのためのディク
テ教材・絵本・シャンソンなどを使って、フラン
ス文化を楽しく学びながら、耳を鍛え、正しく書
けるところまでを目指す講座です。音読、聞き取
り、書き取りの作業を通じて、会話の上達にも不
可欠な「フランス語耳」の獲得をめざしましょう！

■講　　師／越智三起子（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/5、10/12、10/19、10/26、
　11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、
　12/21　（毎週金曜）※但し、11/23は除く
　10：15～11：45（全11回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／11,000円

■対　　象／初心者・既習者共に受講可

講座番号
323

旅のフランス語（中級）
～現地の人と話すことで旅をより楽しくしよう！～

月曜日
19：00～20：30
（全10回）

■講座概要／楽しい雰囲気の中で、フランス語と
フランス文化を学びましょう。旅行中によくあ
るシチュエーションでの会話方法を学びます。
言いたいことがフランス人に伝わるよう、発音
も練習しましょう。また、フランスでのふさわ
しい振る舞い方やフランス人の習慣についても
学べば、旅行を何倍も楽しめるはず！

■講　　師／ Thomas PERROUY （松山大学経済学部講師）
■開講日時／ 10/1、10/15、10/22、10/29、
　11/5、11/12、11/19、12/3、12/10、12/17
　（毎週月曜）※但し、10/8、11/26は除く
　19：00～20：30（全10回）
■定　　員／25名

■受 講 料／10,000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　Reviewing Summer Vacation 
第２回　Autumn Festivals 
第３回　Traveling in Japan 
第４回　Traveling Abroad 
第５回　Staying Healthy 
第６回　Life After Retirement 
第７回　Smart Phones and Technology 
第８回　Schools and Education 
第９回　Heroes and Role Models 
第10回　National Holidays 
第11回　Christmas and Gift Giving 
第12回　New Year's Customs

講座番号
306 What is Your Opinion on...?

水曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／ In this course you will learn to 
give opinions,build your vocabulary,and 
improve your speaking fluency.

■講　　師／ Tzehaie Ogbamichael
　　　　　　（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
　（毎週水曜） 16：00～ 17：30  （全 12回） 
■定　　員／ 20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. Participation 
is open to everyone with basic English ability 
to communicate in a simple conversation.
Use of dictionary is strongly recommended.

講座番号
314

使いこなそう中国語
～中国語初中級会話～

火曜日
18：00～19：30
（全12回）

■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（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。教科書は春期開講講座より引き続いての使
用ですが、春期未受講の方も歓迎します。

■講　　師／宮田さつき（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/11、12/18
　（毎週火曜） 18：00～ 19：30  （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』（朝日出版社）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

講座番号
403 健康太極拳

木曜日
19：00～20：30
（全12回）

■講座概要／初めて太極拳を学ぶ方や太極拳の基
本を復習したい方を対象にしたクラスです。健
康づくりや身体能力向上のための太極拳を丁寧
に指導します。

■講　　師／池本淳一（松山大学人文学部准教授）
■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
　（毎週木曜）　19：00～20：30（全12回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／11,148円（保険料含む）
■対　　象／軽運動を行う上で健康上問題のない
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。)

講座番号
404 24式太極拳

月曜日
19：00～20：30
（全11回）

■講座概要／「簡化24式太極拳」は、伝統太極
拳をベースに、健康・体力づくりのために作成
された比較的長めの型です。本講座では太極拳
の基礎的動作を学び終えた方や、他武道経験者
を主な対象に、この世界でもっとも普及してい
る24式の後半部分を指導していきます。

■講　　師／池本淳一（松山大学人文学部准教授）
■開講日時／ 10/1、10/15、10/22、10/29、

　11/5、11/12、11/19、12/3、12/10、12/17、1/7
　（毎週月曜）※但し、10/8、11/26は除く
　19：00～20：30（全11回）
■定　　員／ 30名
■受 講 料／10,219円（保険料含む）
■対　　象／太極拳の基礎的な動作ができる方(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。)
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第１回　24式太極拳　前半動作の復習 
第２回　右蹬脚　双峰貫耳　転身左蹬脚 
第３回　左下勢独立 
第４回　  
第５回　  
第６回　海底針

第７回　閃通臂 
第８回　転身搬欄捶 
第９回　如封似閉 
第10回　十字手/収勢 
第11回　まとめと上達のためのワンポイント
　　　　アドバイス

講座番号
117

愛媛県の姉妹都市ハワイ州
～姉妹都市交流先ハワイを知り姉妹都市提携を最大限に生かすために～  

火曜日
18：30～20：00
（全11回）

■講座概要／今年は明治維新150周年です。ハワ
イにおいては明治元年、日本から初めての官約移
民が新天地を求めてハワイへ渡りました。この最
初の日系移民を「元年者」といいます。以来ハワ
イは日系人の地としても非常に重要であり歴史が
あります。愛媛県は現在、米国ハワイ州と姉妹都
市提携を持ち交流をおこなっていますが、それは
いつどのように始まり、どんな主旨を持って活動
しているのでしょうか。県民は自分達の姉妹都市
を知っていてもなかなか相手先のことを知り得ま
せん。ハワイ州について特に日系移民について学
びながら、講師の実体験を中心に愛媛県の取組
みをいくつかご紹介します。

　※2018年春期講座とほぼ同じ内容になります。
■講　　師／菅紀子（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/18
　（毎週火曜）※但し、12/11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

講座番号
118

19世紀ロシア文学に見る社会と個人
～時代に揺れる愛と青春のものがたり～

金曜日
16：00～17：30

（全8回）

■講座概要／ 19 世紀ロシア文学は、世界文学の
最高峰ともいわれ、すぐれた作家と作品が数多
くあります。時代に翻弄される愛と青春の姿と
ともに、本講座では、「社会と個人」、とりわけこ
の時期に問題となる個人主義の姿が浮き彫りと
なる場面を取り上げ、登場人物の葛藤する姿を
現代の問題と結びつけて考察します。簡単なロ
シア語も学びます。

■講　　師／藻利佳彦（松山短期大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/19、10/26、11/2、11/9、
　11/16、12/7、12/14、12/21
　（毎週金曜）　※但し、11/23、11/30は除く
　16：00～17：30（全8回） 
■定　　員／ 20名
■受 講 料／7,200円
■対　　象／ロシアの文化に関心のある方なら、ど
なたでも受講できます。
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第１回　プーシキン『エヴゲーニイ・オネーギン』
　　　　の中の女性像
第２回　レールモントフ『現代の英雄』、
　　　　主人公ペチョーリンの孤独の実相
第３回　ゴーゴリ『狂人日記』にみる
　　　　上昇志向の狂気
第４回　ドストエフスキイ『貧しき人々』の
　　　　中の男性像
第５回　ツルゲーネフ『ルージン』に見る
　　　  「悲しみ」の力
第６回　トルストイ『青春日記』のなかの
　　　　エネルギー
第７回　チェーホフ『桜の園』の時代と分岐
第８回　ゴーリキイ『母』における世代間の
　　　　葛藤
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第１回　姉妹都市とは？愛媛県とハワイ州
　　　　姉妹都市提携の概要
第２回　ハワイ州の歴史
第３回　ハワイ日系移民の歴史
第４回　ハワイ日系移民の衣食住
第５回　ハワイの多文化共生社会について
第６回　明治維新150周年ハワイにおける
　　　　元年者プロジェクトについて
第７回　ハワイ日系人部隊の活躍
第８回　故ダニエル・イノウエ上院議員、
　　　　米日カウンシル
第９回　その他の戦後ハワイ日系人達の貢献
第10回　松山大学の国際交流基金カケハシ
　　　　イノウエプログラム参加
第11回　愛媛とハワイのメディアによる姉妹
　　　　交流、えひめ丸の記憶を語り継ぐた
　　　　めにディスカッション
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第１回　Introduction Lesson 

第２回　Annoying Things 

第３回　Beauty and Physical Attractiveness 

第４回　Behavior 

第５回　Books and Reading 

第６回　Crime 

第７回　How Often Do You...? 

第８回　Discrimination 

第９回　Education 

第10回　Money and Shopping 

第11回　Transportation 

第12回　Conclusion
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第１回　旅游（旅行）１ 
第２回　旅游（旅行）２ 
第３回　打工（アルバイト）１ 
第４回　打工（アルバイト）２ 
第５回　买东西（買い物）１ 
第６回　买东西（買い物）２ 
第７回　看电视（テレビを見る）１ 
第８回　看电视（テレビを見る）２ 
第９回　手机（携帯電話）１ 
第10回　手机（携帯電話）２ 
第11回　留学（留学）１ 
第12回　留学（留学）２
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第１回　イントロダクション 

第２回　自己紹介と挨拶 

第３回　ホテルにチェックインする 

第４回　銀行で両替する 

第５回　乗り物を利用する 

第６回　道をたずねる 

第７回　レストランで注文する 

第８回　買い物で値切る
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第１回　フランス語の音と綴り字（1） 
第２回　フランス語の音と綴り字（2） 
第３回　フランス語の音と綴り字（3） 
第４回　単語のディクテ 
第５回　リズムグループ 
第６回　音読練習+ディクテ（1） 
第７回　音読練習+ディクテ（2） 
第８回　音読練習+ディクテ（3） 
第９回　音読練習+ディクテ（4） 
第10回　音読練習+ディクテ（5）
第11回　まとめ
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第１回　イントロダクション・挨拶 
第２回　仲良くなる① 
第３回　仲良くなる② 
第４回　道を尋ねる① 
第５回　道を尋ねる② 
第６回　レストランで注文する① 
第７回　レストランで注文する② 
第８回　買い物をする① 
第９回　買い物をする② 
第10回　トラブルに直面！

講座番号
334

いよいよ韓国語
～韓国語基礎～

水曜日
14：15～15：45
（全11回）

■講座概要／既に「いよいよ韓国語̶入門」のクラ
スを受講しているか、韓国語の文字（ハングル）
の仕組みが理解でき、読むことができるという
レベルの方を対象にした講座です。主にはテキ
ストを中心に、韓国語の基礎語彙及び基本文型
を勉強します。11回の講座を通して、「職業」
「家族」「数字」「日常品の名前」「果物」「位置と
方向」「基本動詞」の語彙を学び、「自己紹介」
「職業」「買い物」「場所や位置」のテーマに関連
した基礎会話を練習します。

■講　　師／金菊熙（松山大学人文学部准教授）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
　10/31、11/7、11/14、11/21、12/5、12/12、
　12/19
　（毎週水曜） ※但し、11/28は除く
　14：15～15：45（全11回）
■定　　員／ 16名
■受 講 料／11,000円（テキスト：『いよいよ韓
国語』（朝日出版社）を持っていない方は、別途教
材費2,460円が初回講義時に必要です。）

■対　　象／韓国語の文字（ハングル）の仕組みが理
解できて、読むことができる。基礎文型、基礎会
話からもう一度勉強したいという方に適した講座
です。

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11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／ 10/2、10/9、10/16、10/30、
　11/6、11/13、11/20、11/27、12/4、12/11、
　12/18
　（毎週火曜） ※但し、10/23は除く
　10：15～11：45（全11回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／11,000円（テキスト：『生きている
韓国語（諺）』（キム・ソンジョンほか）を持っ
ていない方は、別途教材費2,400～2,600円程
度が初回講義時に必要です。）

　※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
携課までお知らせください。（講座申込者全員）

■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）

講座番号
344 ドイツ語会話（初中級）

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びます。ドイツ語圏
の文化・習慣などの紹介も取り入れますので、
ドイツ人とコミュニケーションをするだけでは
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。楽しくドイツ語
で話しませんか。

■講　　師／ Oliver ABERT
　　　　　　（松山大学経済学部講師）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
　10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
　12/4、12/11、12/18
　（毎週火曜） 14：15～15：45（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／基礎文法を習得した方で、会話中心の
講座を受講したい方（初中級）

講
座
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第１回　第1課 ?
　　　 （こんにちは。）語彙と文型練習
第２回　第1課 ?
　　　 （こんにちは。）会話練習とタスク
第３回　第2課 ?
　　　 （この人は誰ですか。）語彙と文型練習
第４回　第2課 ?
　　　 （この人は誰ですか。）会話練習とタスク
第５回　第3課 ?
　　　 （これは何ですか。）語彙と文型練習
第６回　第3課 ?
　　　 （これは何ですか。）文型練習と会話練習
第７回　第3課 ?
　　　 （これは何ですか。）会話練習とタスク
第８回　第4課 ?
　　　 （今どこに行きますか。）語彙の練習
第９回　第4課 ?
　　　 （今どこに行きますか。）文型練習
第10回　第4課 ?
　　　 （今どこに行きますか。）会話練習
第11回　第4課 ?
　　　 （今どこに行きますか。）タスクとまとめ

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　諺（1）3歳の癖は80歳まで続く
第２回　諺（2）牛を失ってから牛小屋を直す
第３回　諺（3）涙を流しながらカラシを食べる
第４回　諺（4）猿も木から落ちる
第５回　諺（5）言っている言葉が現実になる
第６回　諺（6）隣の法事にさかやき剃る
第７回　諺（7）安物買いの銭失い
第８回　諺（8）生まれたばかりの子犬はトラ
　　　　　　　の恐ろしさを知らない
第９回　諺（9）行った日が市日
第10回　諺（10）罪がばれるか心配で泥棒の足
　　　　　　　がしびれる
第11回　諺（11）空が崩れてもはい出る穴はある
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第１回　今までの言語の勉強

第２回　自由時間

第３回　お土産

第４回　買い物

第５回　食べ物・食習慣

第６回　仕事の一週

第７回　日曜日はオフ

第８回　家族

第９回　夢

第10回　お祝い事

第11回　住まい・住むこと

第12回　感情について

講座番号
335 韓国語会話（基礎）

水曜日
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
　（毎週水曜） 19：00～ 20：30  （全 12回） 
■定　　員／ 25名
■受 講 料／12,000円（テキスト：『いよいよ韓
国語』（朝日出版社）を持っていない方は、別途教
材費2,460円が初回講義時に必要です。）

■対　　象／「韓国語会話（入門）」や「韓国語
会話（基礎）」を受講した方。ハングル文字
が読める方で、簡単な会話（挨拶・自己紹介
など）を学んだことがある方

　レベル：初級

講座番号
343

ドイツ語を始めよう
～楽しく学ぶドイツ語の初歩～

木曜日
18：30～20：00
（全11回）

■講座概要／ドイツ語に触れてみたいけれども、
どうすればいいか分からない。そんなあなた
のための初心者向け講座です。実際の旅行を
想定して、宿泊と食事の場面を中心に、よく
使われる表現を学びながら、ドイツ語の基礎
を確実に身につけていきます。あなたもドイ
ツ語が話されている国々への旅に出かけてみ
ませんか。

■講　　師／田淵昌太（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13、
　12/20
　（毎週木曜） ※但し、11/22 は除く
　18：30～ 20：00  （全 11回） 
■定　　員／ 20名
■受 講 料／11,000円

■対　　象／ドイツ語を全く知らない初心者の方。
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。テキストの購入は不要です。

講座番号
352

スペイン語2018 Principiantes（初級）
～場面ごとに使えるスペイン語～

金曜日
14：15～15：45
（全11回）

■講座概要／実際によくある場面において、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。日常会話の重要な表現を学
んで、スペイン語圏の文化・習慣なども紹介
します。

■講　　師／Maria Inés TORRISI
　　　　　　（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
　（毎週金曜） ※但し、11/23 は除く
　14：15～ 15：45  （全 11回） 
■定　　員／ 20名
■受 講 料／11,000円
■対　　象／初級。スペイン語を始める人も、ス
ペイン語を勉強したことがある人も受講いた
だけます。
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第１回　イントロダクション、自己紹介
第２回 『いよいよ韓国語』第1‐7課
　　　　－　復習（会話練習）
第３回  第8課　韓国語の試験はいつですか。　　　　　　
　　　　－　復習（語彙・文型・会話練習）
第４回  第8課　韓国語の試験はいつですか。　　　
　　　　－　読む・書く・聞く・文化
第５回  第9課　地下鉄3号線に乗ってください。
　　　　－　語彙・文型練習
第６回　第9課　地下鉄3号線に乗ってください。
　　　　－　語彙・文型練習
第７回　第9課　地下鉄3号線に乗ってください。
　　　　－　タスク１（読む・書く）
第８回　第9課　地下鉄3号線に乗ってください。
　　　　－　タスク２（聞く）、文化
第９回　第10課　冬休みに何をする予定ですか。　　　　
　　　　－　語彙・文型練習
第10回　第10課　冬休みに何をする予定ですか。
　　　　－　語彙・文型練習
第11回　第10課　冬休みに何をする予定ですか。
　　　　－　タスク１（読む・書く）
第12回　第10課　冬休みに何をする予定ですか。
　　　　－　タスク２（聞く）、文化、まとめ
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第１回　こんにちは
第２回　私は日本から来ました
第３回　ホテルにはどう行けばいいですか
第４回　空室はありますか
第５回　708号室をどうぞ
第６回　今日は演奏会に行きます
第７回　今夜はドイツ料理を食べます
第８回　注文をお願いしたいのですが
第９回　彼の好きな飲み物はワインです
第10回　お勘定をお願いします
第11回　フュッセン行の切符をください
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第１回　自己紹介、私は教師です
　　　　…君は？…あなたは誰？
第２回　お元気ですか？
第３回　君の街には何がある？(Hay…)（1）
第４回　カフェにはたくさんの人がいます。
　　　　(Hay…)(2)
第５回　今日、何をしますか？
　　　　(HACER動詞)
第６回　誕生日おめでとう！
　　　　TENER動詞（1）
第７回　兄弟は何人いますか？
　　　　TENER動詞（2）
第８回　私の友達は目が黒いです
　　　　…TENER動詞（3）
第９回　青が好きです。Me gusta…
第10回　海が好きです …君は？Prefiero…
第11回　天気
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第１回　予備式・起勢 

第２回　基本手法 

第３回　基本歩法 

第４回　  

第５回　  

第６回　倒巻肱③歩法と手法の一致

第７回　野馬分鬃①歩法 

第８回　野馬分鬃②手法 

第９回　雲手 

第10回　単鞭①手法 

第11回　単鞭②歩法 

第12回　まとめと上達のコツ
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