教
講座番号

〜Windows10の安全、スムーズな利用のために〜（シニア向け）

木曜日
18：30〜20：00
（全9回）

■講座概要／ 2020年1月に Windows7の『延長サポート』が終了します。今回の講座では特に『サポー
ト期限が切れたプログラムを使い続ける危険性』や『Windows10を始めとした最新ソフトウェア
の基本操作』についてご案内しながら、パソコンの『安全』
『 便利』で『楽しい』使い方の習得を目指し
ます。
※2019年度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

112

健康と病（やまい）と薬

〜健康を守るために理解する病と薬の基礎知識〜

114

第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

「源氏物語」を楽しむ
〜「花宴」
・
「葵」の巻を読む〜

■講座概要／「花宴」
：南殿の花の宴のあと、禁

講座スケジュール

南殿の花の宴―宴の後、朧月夜の君に逢う
右大臣家の藤の宴に招かれ、朧月夜と再会する
桐壺帝の譲位―六条御息所、伊勢下向を考える
葵の上と、御息所の車争い―屈辱に打ちひしがれる御息所
源氏、紫の上と祭りの見物―源典侍に出会う
―御息所の憂悶―葵の上、物の怪に悩む
第６回 御息所、生霊となって現れる
―葵の上、出産近く、物の怪に苦しむ

火曜日
10：15〜11：45
（全12回）

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／ 10/1、10/8、10/15、10/29、
11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10、
12/17、12/24
（毎週火曜）※但し、10/22 は除く
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、源氏
物語を読んでみたい方ならどなたでも楽しめます

■講

第７回 葵の上、男子出産―左大臣家の安堵
第８回 葵の上、にわかに死去する―葵の上の葬送
第９回 三位の中将、源氏を慰める
ー朝顔の姫君に手紙を贈る源氏
第10回 源氏、左大臣家を去る―左大臣、見送る―左大臣家の嘆き
第11回 二条の院に帰り、紫の上と語る―紫の上と契る
第12回 源氏、ますます紫の上にひかれる
―新年、左大臣家を訪う―感想を話し合う

■開講日時／10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28
（毎週木曜）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 18 歳以上の方であれば年
齢・レベルは問いません

講座番号

113

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回

パソコンの基本操作と入力
Web検索とファイル管理
インターネットを楽しむために
Wordでグリーティングカード作成（基礎）
Wordでグリーティングカード作成（応用）
Excelで情報管理
Word、Excelの 一風変わった 利用法
PowerPointで旅のアルバム作成
Windows10とフリーソフトの便利ワザ

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〜

木曜日
14：15〜15：45
（全10回）

■講座概要／俳句は世界に誇れる小さな詩。そん ■対
象／俳句づくりや句会の経験の無い（少
な俳句の簡単な作り方を、有名な俳句をもとに
ない）初心者の方
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、
第 １ 回 俳句の基本的なルール
作品集づくりを行います。
「クロヌリハイク」体験
■講
師／キム・チャンヒ（ハイクライフマガ
第 ２ 回 俳句の基本的な作り方
ジン『100年俳句計画』編集長）
第 ３ 回 季語の役割とは
■開講日時／10/3、 10/10、 10/17、 10/24、
第 ４ 回 俳句の型や切れについて
10/31、 11/7、 11/14、 11/28、 12/5、
第 ５ 回 俳句の歴史について
12/12
第 ６ 回 ルールは破るためのもの
（毎週木曜）※但し、11/21は除く
第 ７ 回 吟行会体験
14：15〜15：45（全10回）
■定
員／ 20 名
第 ８ 回 句会体験
■受 講 料／ 9,000円、歳時記や季寄せを持って
第 ９ 回 作品集を編む
いない方のみ、別途、俳句手帳代（税込200円）
第10回 句集を味わう
が初回講義時に必要です

講座番号

115

20世紀フランス詩を読む
〜アヴァンギャルドの詩人たち〜

■講座概要／ 20 世紀は、アヴァンギャルドと呼
ばれた運動が数多く生まれた時代です。本講義
では、アヴァンギャルドと呼ばれた（あるいは
それに対峙した）フランスの詩人の詩作品を毎
回２・３編選び、時代背景や文学史的文脈を解
説した後、読解を進めます。関連する美術作品
や映像も紹介します。
■講
師／進藤久乃（松山大学経営学部准教授）

講座スケジュール

中をさまよっていた源氏は「朧月夜に似るもの
ぞなき」と歌いながら来る美女と契りを結ぶ。
政敵、右大臣家の姫君、朧月夜との恋の始まり
である。
「葵」：賀茂の祭りで、六条御息所と葵の上は、
車をとめる場所で争う。御息所は無残にも誇り
を打ち砕かれる。恨みと煩悶で生霊となった御
息所は、お産を控えた葵の上に取り憑く。女性
の執念を描いた名文です。原文で味わってみま
せんか。
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

第３回
第４回
第５回

薬の種類と特徴（OTC 医薬品と医療用医薬品）
内服薬・外用薬の使い方
（なぜその様に使うのか理解する）
薬の副作用とその対策
花粉症の原因植物に関して
愛媛県におけるスギ花粉の飛散状況と
スギ花粉症
スギ花粉症に対する生活防衛と治療薬
（車の運転に注意する薬？）
花粉症と食物アレルギーとの興味深い関係
アトピー性皮膚炎と喘息（治療薬と注意点）
喫煙のメリット（？）ディメリット
喫煙が与える乳幼児への影響
知っておきたい禁煙方法
（禁煙できないのは意志が弱い？）
食中毒から身を守る
（原因微生物と対策について）

座

講座スケジュール

講座番号

第１回
第２回

講座スケジュール

■講座概要／健康な生活を送るためには、病気に
なったとしてもその原因や病態を理解して生活
習慣を改善すると共に、対症療法としての薬を
正しく使う事が重要です。本講座では、薬の正
しい使い方とその理由について概説します。
また、各種アレルギー疾患、喫煙による小児等
への影響、食中毒等を中心に学び、健康な生活
を送る方法を一緒に考えます。
■講
師／難波弘行（松山大学薬学部教授）
■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
（毎週木曜）18：00〜19：30（全12回）
■定
員／ 50 名
■受 講 料／ 10,800 円
■対
象／どなたでも受講可

木曜日
18：00〜19：30
（全12回）

講

講座スケジュール

111

Motto! 楽しい ! パソコン活用法

養

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回

火曜日
14：15〜15：45
（全9回）

■開講日時／ 10/8、10/15、10/29、11/5、
11/12、11/19、11/26、12/3、12/10
（毎週火曜）※但し、10/22 は除く
14：15 〜 15：45（全 9 回）
■定
員／ 20 名
■受 講 料／ 8,100円
■対
象／フランスの文学・芸術に興味のある
方。日本語訳を使うので、フランス語の知識は
問いません

20世紀の先駆者たち：アルチュール・ランボー、シャルル・ボードレール
ベル・エポックの時代：ピエール・ルヴェルディ、ギョーム・アポリネール
第一次世界大戦期：ピエール・アルベール＝ビロ、トリスタン・ツァラ
シュルレアリスムの時代：アンドレ・ブルトン、ロベール・デスノス
シュルレアリスム周辺の詩人たち：アントナン・アルトー、ミシェル・レリス
第二次大戦下のレジスタンス詩：ルイ・アラゴン、ポール・エリュアール、ジャン・カスー
第二次大戦後の詩人たち：イジドール・イズー、アンリ・ミショー、フランシス・ポンジュ
反アヴァンギャルド集団ウリポの作品：レイモン・クノー、ジョルジュ・ペレック
日本のアヴァンギャルド詩人たち

講座番号

116

絵画に見るロシア社会

〜トレチャコフ美術館写真展「ロマンチック・ロシア」にちなんで〜

■講座概要／モスクワのトレチャコフ美術館収蔵
の名画が松山にやってきます。それらのどの絵
にもロシアに住むひとたちの運命が刻印されて
おり、その時々の社会の姿と人びとのこころが
映し出されています。この機会に、絵のなかに
描かれたロシアに生きる人たちの、時代と社会
にしっかり向かい合う精神を見つめていきたい
と思います。
■講
師／藻利佳彦（松山短期大学非常勤講師）
画家クラムスコイの信念
レーピンの絵とその生涯
ロシアの祝祭と儀礼
イコンと 家の精

■開講日時／ 10/11、10/18、10/25、11/1、
11/15、11/29、12/13、12/20
（毎週金曜）※但し、11/8、11/22、12/6 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
どなたでも受講可

第５回
第６回
第７回
第８回

ビリビンの描くロシアの魂
ヴェレシャーギンの生と死
クストーディエフと新しい流れ
芸術における史実の問題

文
講座番号

305

英語でしゃべろう！
〜かんたん！英語でお接待〜

■講座概要／最近、街で外国人をよく見かけるよ
うになりました。話しかけたいけど、勇気が出
ない。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、出会いの場面を想定して、ペアやグ
ループで「笑顔で」英語を声に出す練習をしま
す。すでに知っている英語を、耳で聞いて口に
出す練習の場です。

講座番号

307

ようこそ、四国・松山へ
ガチな観光案内に挑もう！
王様のご馳走
人生サイコーの旅
こっちの水は甘いぞな

〜発音矯正に特化した英語学習に参加してみませんか？〜

講座番号

313

日本での学生生活
日曜日に営業ができる店
ランチでもいかがですか
テーブルマナー①
テーブルマナー②
電車の込み方

金曜日
10：15〜11：45
（全11回）

■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
（毎週金曜）※但し、11/22 は除く
10：15 〜 11：45（全 11 回）
■定
員／ 12 名
■受 講 料／ 11,000円
■対
象／中級程度（英語検定２級程度）のレベ
ルの方対象。特に発音を矯正したいと思ってい
る方ならどなたでも受講可
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回

第二言語としての英語
世界語としての英語
子供の頃からの語学
英語になった日本語
日本語になった英語

（続）初歩からの中国語
〜中国語入門後編〜

火曜日
18：00〜19：30
（全12回）

■講座概要／春期の講座の続きになります。中国
12/10、12/17、12/24
語を半年ほど学習した方を対象にした中国語初
（毎週火曜）※但し、10/22 は除く
級会話です。中国語を使って自己紹介をしたり、
18：00 〜 19：30（全 12 回）
買い物をしたり、基礎的な会話能力（中国語検 ■定
員／ 30 名
定準４級レベル）を身につけることを目的とし ■受 講 料／ 12,000円（テキスト：
『ニーハオ！
ています。入門を終えた初級レベルの講座です
ニッポン―ふりむけば、中国語。』
（ 朝日出版社）
ので、日常会話で使う単語やフレーズを学びま
を持っていない方は、別途教材費2,460円が
す。中国文化なども併せて紹介します。
初回講義時に必要です。）
■講
師／宮田さつき（松山大学非常勤講師） ■対
象／中国語を半年ほど学習している方、
■開講日時／ 10/1、10/8、10/15、10/29、
もしくは簡単な自己紹介ができる程度の学習歴
11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、
がある方

323

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

今日はとても楽しかったです
中国で日本の漫画は買えるのですか？
ディナーを食べながら歌舞伎を見ます
日本のお土産はみんな作りが非常に精巧ですね
まもなく搭乗時間です
振り返りとまとめ

フランス「恋愛」で学ぶフランス語
〜フランス文化をもっと知ろう！〜

金曜日
10：15〜11：45
（全11回）

■講座概要／「恋愛」をテーマに様々な文学作品や映画などを紹介しながら、そこで使われている表現
を使ってフランス語を勉強します。フランス文学の流れや時代背景を理解しながら言葉を学ぶことで、
さらにフランス語愛を深めましょう！
■講
師／越智三起子（松山大学非常勤講師）

学

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

ヨーロッパの昔話とグリム
アイルランド、語り手が案内するケルト伝説ツアー
ノルウェー、トロルの住む民話の国を旅する
イギリス、語り継がれる昔話の秘密
デンマーク、アンデルセンの童話、生家を訪ねる

講

講座番号

306

第５回
第６回
第７回

フィンランド、民族叙事詩カレワラと
ムーミンとサウナの国
第 ７ 回 クスウェーデン、「ニルスの不思議な旅」や
「長くつ下のピッピ」
第 ８ 回 ストーリーテリング、語り継がれる昔話

座
異文化コミュニケーションと
隣り合わせで英語耳をつくろう

■講座概要／グローバル時代に必要な異文化コ
ミュニケーションスキルの基本を身に付けます。
また、英語の発音に自信が持てるようになると
英語に対する意識も自然に楽しいものに変わっ
ていきます。第一印象を決める簡単な自己紹介
や海外旅行まで、お好みのフレーズを短期集中
でネイティブのような発音に仕上げましょう。
■講
師／小野禾韻厘（松山大学非常勤講師）
第１回
第２回
第３回
第４回

第６回

火曜日
16：00〜17：30
（全12回）

■開講日時／ 10/1、10/8、10/15、10/29、
11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、
12/10、12/17、12/24
（毎週火曜）※但し 10/22 を除く
16：00 〜 17：30（全 12 回）
■定
員／ 30 名
■受 講 料／ 12, 000円
■対
象／異文化コミュニケーションに興味の
ある方、英語入門・初心者の方

Culture and Identity 文化ってなに？
Hidden Culture 見えない文化が、私たちの判断を左右する
Stereotypes 思い込みが、コミュニケーションを妨げる
Words, Words, Words
言葉の違いが生むコミュニケーションギャップ
Communication without words
ノンバーバルコミュニケーション
Diversity ひとつの国には、一つの文化しかない？
Perception 緑は青？ピンクは桃色？文化によって異なる見方

第８回

Communication Styles (1)
「沈黙」もコミュニケーションのシグナル
Communication Styles (2)
腹芸ってどんな芸？語る文化、語らぬ文化
第10回 Values 行動の規範となる価値観は文化によって様々
第11回 Deep Culture (Beliefs and Values)
文化を支える思想・信条・個人主義・集団主義
第12回 Culture Shock カルチャーショック
第９回

水曜日
16：00〜17：30
（全12回）

講座番号

308 Let's Talk

■講座概要／ In this course you will learn ■定
員／ 20 名
t o g i v e o p i n i o n s , b u i l d v o c a b u l a r y, ■受 講 料／12,000円
and improve your speaking fluency.
■対
象／ To join the class participants must
■講
師／ Tzehaie Ogbamichael
be able to communicate in English using
（松山大学非常勤講師）
simple grammar and vocabulary.
■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
（毎週水曜）16：00 〜 17：30（全 12 回）

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

講座番号

314

I n trodu ction
An ima ls a n d Pe ts
D ie ts
D is crimin a tion
E n te rta in me n t
Fa v orite s

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

G e n d e r Ro l e s
Te l l m e ad o u t ...？
T h e u n e x p l ai n e d
movies
H o w o f t e n d o y o u ...?
Conclusion

（続）中国のひとり旅
〜中級の一歩手前〜

水曜日
18：00〜19：30
（全12回）

■講座概要／中国を訪れる際（或いは日本で中国
12/4、12/11、12/18
人と接する際）に役立つ会話表現の習得を目指 （毎週水曜）18：00 〜 19：30（全 12 回）
します。テキストに出てくる語句や文法を活用 ■定
員／ 20 名
し、場面に応じた適切な中国語を生み出せるよ ■受 講 料／ 12,000円（テキスト：
『新訂版 中国
う、練習します。2019 年度春期「中国のひと
のひとり旅』
（駿河台出版社）を持っていない方
り旅」の続編ですが、春期未受講の方も大歓迎
は、別途教材費2,360円が初回講義時に必要で
です。
す。）
■講
師／川澄哲也（松山大学経済学部教授） ■対
象／ピンインがおおよそ発音でき、かつ
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
基本的な文法を学んだ経験のある方
10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

はじめまして (第１課)
チェックイン (第２課)
タクシーに乗る (第３課)
両替 (第４課)
注文 (第５課)
ショッピング (第６課)

■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
（毎週金曜）※但し、11/22 は除く
10：15 〜 11：45（全 11 回）
■定
員／ 20 名
■受 講 料／11,000円
■対
象／フランス語初心者・既習者

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

講座スケジュール

講座番号

オリエンテーション
あなたは何を買いますか？
焼き肉を食べに行きましょう
抹茶とイチゴどちらが好きですか？
着物を着たまま外で写真をとってもいいですか？
先に体を洗ってから温泉につかります

■開講日時／ 10/18、10/25、11/1、11/8、
て、スライドによる風景写真を見ながら、旅気
11/15、11/29、12/6、12/13
分にひたって、そこで生まれた作品の解説や民
（毎週金曜）※但し、11/22 は除く
話の語り（ストーリーテリング）を聞くことで、
10：15 〜 11：45（全 8 回）
それぞれの国の民話や児童文学作品を、その文 ■定
員／ 30 名
化的風土的背景から深く学びます。
■受 講 料／ 7,200円
■講
師／光藤由美子（松山おはなしの会会長、 ■対
象／どなたでも受講可
英国ビアトリクス・ポター協会会員）

講座スケジュール

講座スケジュール

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

〜アイルランドや北欧の民話、児童文学作品を学ぶ〜

金曜日
10：15〜11：45
（全8回）

■講座概要／ヨーロッパ、中でも北欧を中心とし

講座スケジュール

講座スケジュール

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

木曜日
12：30〜14：00
（全10回）

こんな町で暮らしたい
私が英語にハマったわけ
元気の秘訣はこれ！
愛媛には愛がある
新年の誓い（予行演習）

英語の発音矯正と英語学習

■講座概要／最近、以前にも増して外国人旅行者
をここ松山でも頻繁に見かけるようになりまし
たね。そんな人たちに、ちょっと話しかけてみ
たい！と思っている皆さん。でも、発音が自信
ないから通じないかも、と不安なあなた。英語
らしい発音を身につけたいと望んでいる方。そ
んな皆さんに手取り足取り基本から発音矯正を
指導いたします。
■講
師／河野極（松山大学非常勤講師）

語

■講
師／岡田奈知（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
（毎週木曜）12：30 〜 14：00（全 10 回）
■定
員／ 30 名
■受 講 料／10,000円
■対
象／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、初級レベル

第６回
第７回
第８回
第９回
第10回

117

講座スケジュール

講座スケジュール

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

化

児童文学講座 ヨーロッパおはなしの旅

講座番号

講座スケジュール

講座スケジュール

第１回
第２回
第３回
第４回

金曜日
16：00〜17：30
（全8回）

道を尋ねる (第８課)
ファストフード店 (第９課)
乗車券を買う (第10課)
値切り (第７課)
頼みごと (第11課)
落とし物 (第12課)

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回

愛のシンボル
愛にまつわる名言・格言
フランス文学の流れ
クレーヴの奥方
マノン・レスコー
19世紀
赤と黒
ボヴァリー夫人
シェルブールの雨傘
コントにおける恋愛
現代の恋愛

水曜日
18：00〜19：30
（全12回）

講座番号

（中級）
324 フランス語会話
量について話す

第２回

服や靴について話す

第３回

フランス語で躊躇う

第４回

義務について話す

第５回

禁止と許可する

第６回

反対する

第７回

無くしたものについて話す

第８回

電話で問い合わせする

第９回

条件を表す

第10回

要求する

第11回

否定する

第12回

提案する

水曜日
18：30〜20：00
（全12回）

（初中級）
335 韓国語会話

■講座概要／韓国語で簡単な会話ができる方を対
象にした初中級レベルの講座です。日常会話の
中でよく用いられる語彙、表現を学習しながら、
敬語やため口など韓国ドラマ等で聞いたことあ
る会話を練習します。実際に韓国人とのコミュ
ニケーションで活用できる表現を学習します。
■講
師／李順蓮（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 10/2、10/9、10/16、10/23、
イントロダクション
第4課 風邪を引いたので行けません：語彙と表現、文型①
第4課 風邪を引いたので行けません：会話①、文型②、会話②
第4課 風邪を引いたので行けません：タスク①、②
第4課 風邪を引いたので行けません：タスク②、③
第5課 船で送ると1ヶ月程度掛かります：語彙と表現、文型①

講座番号

343

〜楽しく学ぶドイツ語の基礎〜

353

こんにちは（挨拶表現とアルファベート）
ワイン・喜び・愛 （発音の基礎）
私は山田花子と申します
私は日本から参りました
ホテルはどこにありますか
空室はありますか

第２回
第３回
第４回
第５回

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回

好きな飲み物はワインです
今夜はレストランで食事します
お勘定をお願いします
明日は６時に起きます
列車でミュンヒェンへ向かいます

〜場面ごとに使えるスペイン語〜

自己紹介、私は教師です…君は？…あなたの名前は？
お元気ですか？君の街には何がある？
(Hay…)カフェ にはたくさんの人がいます
今日、何をしますか？(HACER動詞)
誕生日おめでとう！FELIZ CUMPLEAÑOS!(TENER動詞)（1）
兄弟は何人いますか？(TENER動詞)（2）
私の友達は目が黒いです(TENER動詞)（3）

12/10、12/17、12/24
（毎週火曜）※但し、10/22 は除く
12：30 〜 14：00（全 12 回）
■定
員／ 25 名
■受 講 料／12,000円
■対
象／スペイン語未経験者から初級
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
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

明日は何をしなければならないですか (TENER動詞)
青が好きです(GUSTAR動詞)
頭が痛いです！¡Me duele (la cabeza)!(DOLER動詞)
海か山かどちらかを好きです？(PREFERIR動詞)
春休みに何をするつもりですか(PENSAR動詞)
このお茶はいくらですか(COSTAR動詞)
スペイン語が話せますか(PODER動詞)

健
402

コミュニケーション＆メンタル講座
〜コミュニケーションの幅を広げ、メンタルについて考えよう〜

康

ス

ポ

木曜日
19：00〜20：30
（全10回）

■講座概要／人と人との接点が減少し、日常生活におけるコミュニケーションの希薄さと対人コミュニ
ケーションを苦手とする傾向が目立ってきました。本講座では、
「人と人」の繋がりを基本にして、
コミュニケーションやメンタルについての再確認をすると同時に、体験型トレーニングを交えて、参
加者自身のストレスケアにもなるような明るい雰囲気の中で実践していきます。
※ 2019 年度春期講座とほぼ同じ内容になります

師／ Jacqueline PORST
（松山大学薬学部講師）
■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
（毎週木曜）12：30 〜 14：00（全 12 回）
■定
員／ 20 名
■受 講 料／12,000円
■対
象／ドイツ語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、初中級レベル

私のドイツ語歴（自己紹介＋α）
言語の勉強の仕方について
私の一日
趣味
長所と短所
夢

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

好きな場所
旅行
お祝いとプレゼント
ドイツ人の祝日の過ごし方
ドイツの冬の祝日
ドイツのクリスマス

スペイン語会話（初中級）

講座番号

354

木曜日
12：30〜14：00
（全12回）

■講

〜 ¡ Vamos por un paso más ! 〜

金曜日
14：15〜15：45
（全11回）

11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13、
■講座概要／基礎的な文法を勉強した方が、会話中
12/20 （毎週金曜）※但し、11/22 は除く
心の学習ができる内容です。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
14：15 〜 15：45（全 11 回）
介します。
■定
員／ 25 名
■受 講 料／11,000円
■講
師／ Maria Inés TORRISI
■対
象／初級者から中級者向け、受講者のレ
（松山大学非常勤講師）
ベルに合わせて課題を準備します
■開講日時／ 10/4、10/11、10/18、10/25、
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

ー

自己紹介(私は教師です…君は？…あなたの
名前は？ お元気ですか？)
毎日7時に起きます Todos los días me levanto
a las 7. （再帰動詞）
何を着るの ¿Qué me pongo?. （再帰動詞）
友達とパエリアを食べた...美味しかった He comido
paella con amigos...¡Riquísima!. （過去分詞）
その旅行はいくらだったですか Perdón, ¿Cuánto
te ha costado el viaje?.（現在完了形）
夏休みに何をしましたか？ ¿Qué has hecho
en vacaciones de Verano?.（現在完了形）

ツ

講

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回

ペルーに、行ったことがありますか ¿Has estado
en Perú alguna vez?. （現在完了形）
来年、アルゼンチンに行くつもりです‼ El año
próximo voy a ir a Argentina. （未来形）
次の日曜にランブラへ行こう Iremos a Las
Ramblas el domingo próximo. （未来形）
今、何をしていますか ¿Qué estás haciendo
ahora? （現在分詞）
まとめ Practica general

座

■講
師／幸田裕司（松山大学非常勤講師、
メンタルトレーナー、心理療法士、メンタル
ヘルス運動指導士）
■開講日時／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5
（毎週木曜）19：00 〜 20：30（全 10 回）
■定
員／ 15 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

講座番号

火曜日
12：30〜14：00
（全12回）

子どもでもあるまいし、Vはないでしょう（ジェスチャー）
一緒に東大門市場に行きませんか？（伝統市場）
マッドフェスティバルに行ったんですか？（経験）
キムチチゲの作り方を教えてください（料理）
ほんとに怒ってませんか？（エチケット）
その質問には慣れませんね（言語文化）

〜 Sprechen wir auf Deutsch! 〜

■講座概要／この講座は、文化と日常生活の諸領
域、例えば、祝日、趣味、旅行などのさまざま
なテーマを手がかりに、ドイツ語による基本的
なコミュニケーション能力を養成することを目
標とします。ドイツ語圏の生活や文化に関する
知識も少しずつ身につけるようにしていきます。
楽しくドイツ語を勉強する・深めることができ
る講座ですので、是非参加してみてください。

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

ドイツ語会話（初中級）

344

火曜日
10：15〜11：45
（全12回）

（毎週火曜）※但し、10/22 は除く
10：15 〜 11：45（全 12 回）
■定
員／ 25 名
■受 講 料／ 12,000円
（『KBS メディア 生活韓
国語 中級』
（ハングル学会）を持っていない方
は、別途教材費として2,500円〜 3,000円程度
が初回受講時に必要です。
※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購入の有無を、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／中級レベル

セールやってるらしいですよ（生活経済）
夢をかなえたいです（自分の夢）
最近何か悩みでもあるんですか？（アドバイス）
いくら忙しくても健康には気をつけてくださいね（職場）
すごく驚きました！（プレゼント文化）
あのホットクの店が気になります（屋台料理）

講座番号

講座スケジュール

講座スケジュール

第１回

（毎週木曜）※但し、11/21 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。教科書の購入は不要
です。授業には、辞書（初回授業で説明）、筆記
用具、ノートを持参してください。

スペイン語入門 Bienvenidos! Parte II

■講座概要／実際によくあるいろいろな場面にお
いてスペイン語圏の人と通じ合えるやさしいス
ペイン語を勉強します。また、スペイン語圏の
文化や音楽などについても触れます。
■講
師／ Maria Inés TORRISI
（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/1、10/8、10/15、10/29、
11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、

木曜日
18：30〜20：00
（全11回）

〜実践！生活の中で覚える韓国語〜

■講座概要／基礎韓国語を学習していて、生活の中
で使えるより実践的な韓国語コミュニケーショ
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。生活の各場面におい
て一歩踏み込んだ韓国語会話を実際に話しなが
ら学習します。口に出して練習することで、教科
書だけでは学べなかった生きた韓国語を学ぶこ
とができます。
■講
師／朴珍姫（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/1、10/8、10/15、10/29、
11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10、
12/17、12/24
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

第７回 第9課 지하철 3호선을 타세요 .( 地下鉄３号線に乗ってください。)
会話練習（移動手段及び時間を尋ねる、地下鉄の乗り方を案内する）
第８回 第9課 지하철 3호선을 타세요 .( 地下鉄３号線に乗ってください。)
タスク１（読む・書く）、タスク２（聞く）
第９回 第10課 겨울 방학에 뭐 할 거예요 ?(冬休みには何をする予定ですか。)
新出語彙（動詞表現②）
第10回 第10課 겨울 방학에 뭐 할 거예요 ?(冬休みには何をする予定ですか。)
文型練習（ 〜するつもりです、〜することができますか、
〜してみてください）
第11回 第10課 겨울 방학에 뭐 할 거예요?(冬休みには何をする予定ですか。)
会話練習（連休や休暇の日程を尋ねる）
第12回 第10課 겨울 방학에 뭐 할 거예요 ?(冬休みには何をする予定ですか。)
タスク１（読む・書く）、タスク２（聞く）

韓国語会話（中級）

336

講座スケジュール

講座スケジュール

講座番号

第5課 船で送ると1ヶ月程度掛かります：会話①、文型②、会話②
第5課 船で送ると1ヶ月程度掛かります：タスク①、②
第5課 船で送ると1ヶ月程度掛かります：タスク②、③
会話練習、TOPIK問題チェック
作文練習、TOPIK問題チェック
まとめ

ドイツ語で話してみよう！

■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。文法の基本を確実
に押さえつつ、会話練習や作文を行うことで、
ドイツ語の基礎を少しずつ確実に身につけてい
きます。ドイツ語を使って旅行ができるように
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／ 10/3、10/10、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/28、12/5、
12/12、12/19
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回

■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
（毎週水曜）14：15 〜 15：45（全 12 回）
■定
員／ 16 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／初級（韓国語の文字の仕組みが理解
でき、読むことができるレベルの方。入門ク
ラスを受講したことがある方）

第１回 第8課 한국어시험이 언제예요 ?( 試験はいつですか。)
新出語彙（時刻、日付）
第２回 第8課 한국어시험이 언제예요 ?( 試験はいつですか。)
文型練習（過去形、否定形）
第３回 第8課 한국어시험이 언제예요 ?( 試験はいつですか。)
会話練習（日付を尋ねる、過去の出来事について尋ねる）
第４回 第8課 한국어시험이 언제예요 ?( 試験はいつですか。)
タスク１（読む・書く）、タスク２（聞く）
第５回 第9課 지하철 3호선을 타세요 .( 地下鉄３号線に乗ってください。)
新出語彙（交通、動詞表現①）
第６回 第9課 지하철 3호선을 타세요 .( 地下鉄３号線に乗ってください。)
文型練習（ 〜してください、〜しなければなりません、〜したら
いいですか）

講座番号

講座スケジュール

講座スケジュール

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

10/30、11/6、11/13、11/20、11/27、12/4、
12/11、12/18
（毎週水曜）18：30 〜 20：00（全 12 回）
■定
員／ 20 名
■受 講 料／12,000円
■対
象／「韓国語会話（初中級）」を受講し
た方、韓国語で簡単な会話ができる方、初中級
レベル

水曜日
14：15〜15：45
（全12回）

〜韓国語の初級〜

■講座概要／テキストを中心に、韓国語の基礎語
彙及び基本文型を理解した上、各課のテーマに
沿って会話を練習します。その他のタスク ( 読む・
書く・聞く ) とワークブックは、主に予習・復習
用として用います。12 回の講座を通して「時刻」
「日付」
「交通手段」
「予定」
「動詞表現」に関わ
る語彙を学び、
「時刻を尋ねる・答える」
「誕生
日を尋ねる・答える」
「休暇の予定を尋ねる・答
える」
「移動手段について語る」をテーマにした
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）

第１回

講座番号

334

講座スケジュール

講座スケジュール

■講座概要／楽しい雰囲気の中で、フランス語を
学びましょう。日常生活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。フランス語圏の文化・時事なども紹介します。
■講
師／ Thomas PERROUY
（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（毎週水曜）
18：00 〜 19：30（全 12 回）
■定
員／ 25 名
■受 講 料／12,000円
■対
象／基礎文法を一通り終えた既習者、
中級レベル

いよいよ韓国語

講座番号

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回

第10回

オリエンテーション
コミュニケーションおよびメンタルの基本
メンタル・トレーニング
ネットワークの構築（距離感）
環境設定について（場面・関係性）
伝達の手段と方法（送信と受信）
ポジティブ思考（良いところ探し）
リラクセーション（ストレスケア）

アンガーマネジメント（怒りのコントロール）
全体の振り返り
まとめ

第８回
第９回
第 10 回
第 11 回
第 12 回

