
語　学　講　座

教　養　講　座

オ ン ラ イ ン 形 式

対 面 形 式

講座番号
342

ドイツ語を始めよう！
～楽しく学ぶドイツ語の初歩～

月曜日
12：30～14：00
（全12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
ための初心者向け入門講座です。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。挨拶や自己紹
介など、ドイツ語で簡単な会話ができるように
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／9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13、12/20
　（毎週月曜）※但し、11/22は除く　12：30～14：00 （全12回）
■定　　員／20名
■受 講 料／12,000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

講座番号
306 Let's Talk

水曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／ In this course you will learn to 
 g i ve  op in ions,  bu i ld  vocabu la ry,  and
 improve your speaking fluency.
■講　　師／ Tzehaie Ogbamichael
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 9/22、9/29、10/6、10/13、10/20、
　10/27、11/10、11/17、11/24、12/8、12/15、
12/22 

　（毎週水曜）※但し、11/3、12/1は除く
　16：00～17：30（全12回）
■定　　員／24名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／ The minimum requirement to join 
this class is to be able to communicate in 
English using simple expressions.

講座番号
107

「源氏物語」を楽しむ
～「須磨」・「明石」の巻を読む～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／「源氏物語」の美しい文章を音読し、語られている内容を理解することによって日本の古
典のすばらしさに触れていただきます。政界の情勢が不利になっていくなか、源氏は須磨への退居を
決意します。都の恋しい人たちとの別れや須磨のわび住まいを経て、ドラマチックに運命の人明石の
君の住む明石へと移ります。

■講　　師／武内哲志（松山大学非常勤講師、高齢者大学講師）
■開講日時／9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、
　12/21（毎週火曜）※但し、11/23は除く　10：15～11：45 （全12回）
■定　　員／40名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／古典に親しみたい方、源氏物語を読んでみたい方
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第１回　「須磨」：導入―源氏須磨退居を決意―
第２回　致仕の大臣への暇乞い―
第３回　紫の上との別れ―花散る里との別れ―
第４回　旅立ちの準備―朧月夜へ便りを送る―藤壺との別れ―
第５回　東宮へ別れの便り―出発の日―須磨に着く―須磨の住居のさま
第６回　京の人々に文を送る―京の人々のそれぞれの嘆き
第７回　六条御息所からの使い―花散里の文―須磨の侘住いのさま
第８回　八月十五夜、故郷を懐う―大宰の大弐と娘五節の見舞い―都の人々の様子
第９回　源氏の流謫生活―明石入道源氏の噂を聞き―入道の娘の人柄
第10回　宰相の中将源氏を訪問―三月上巳の日海浜にみそぎし暴風雨に襲われる
第11回　「明石」：嵐の中紫の上の使者来訪―廊に落雷炎上
第12回　桐壺院、源氏の夢枕に立つ―明石の入道の迎えの舟来る―源氏明石に赴く―
　　　　　明石の入道の居館に迎えられる―感想とまとめ

講座番号
109

日々の暮らしの「哲学」 
～些細な事柄について、深く考える～

月曜日
12：30～14：00
（全８回）

■講座概要／「哲学」と聞くと、小難しそうなイメー
ジを抱くかもしれません。しかし、難しい顔で本に
かじりつくばかりが、哲学ではありません。日々の
暮らしのなかで、私たちが出会うちょっとした不思
議。そして違和感。忙しさの中に埋もれてしまい、
いつしか忘れ去られてしまうものたちに向き合い、
言葉を与える…そんな時間を一緒に過ごしませんか。

■講　　師／山本希（松山短期大学非常勤講師）
■開講日時／10/25、11/1、11/8、11/15、
　11/29、12/6、12/13、12/20
　（毎週月曜）※但し、11/22 は除く
　12：30～ 14：00 （全 8回）

■定　　員／20名
■受 講 料／8,000円
■対　　象／テーマに興味のある方ならどなたでも
　　　　　　受講可

講座番号
108 日本で暮らす外国人の現状と「やさしい日本語」

水曜日
14：15～15：45
（全４回）

■講座概要／「やさしい日本語」とは、外国人の
ためにわかりやすく言い換えた日本語のことで
す。在住外国人が増える中、自治体からのお知
らせや NHK の災害情報などでも使われるよう
になりました。この講座では、日本で暮らす外
国人の現状や、「やさしい日本語」への言い換
え方を学び、外国人とのコミュニケーションに
ついて考えます。

■講　　師／築地伸美（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/20、10/27、11/10、11/17
　 （毎週水曜）※但し、11/3 は除く
　14：15～ 15：45 （全 4回）

■定　　員／20名
■受 講 料／4,000円
■対　　象／どなたでも受講可

講座番号
110

想像力が救うこれからのコミュニケーション講座 
～エンパシーのすすめ～

木曜日
14：15～15：45
（全10回）

■講座概要／ SNSの出現によって意思伝達の手
段や方法は大きく変わりました。家族、会社、
社会などあらゆるシーンでコンテキスト（文脈）
を擦り合わせ、想像力で補うコミュニケーショ
ンが当たり前となった現代。「今」必要とされ
る受信と発信のメカニズムと技術を分かり易く
解説し、体感してもらう講座です。

■講　　師／桝形浩人（松山大学非常勤講師、
　まつやまアーツマネジメント）
■開講日時／ 9/30、10/7、10/14、10/21、
　10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、
12/2 （毎週木曜）14：15～15：45 （全10回）

■定　　員／30名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／どなたでも受講可

講座番号
111 フランス文化に触れる

火曜日
14：15～15：45
（全10回）

■講座概要／フランスの文化、思想、文学、歴史
など幅広く紹介します。特に、近現代の学問や
考え方の基礎をつくったとされる 17世紀に焦
点を当て、それ以前とそれ以降の時代の流れを
読み解いていくことを目指します。具体的な絵
画、作家や思想家のテキストを、わかりやすく
解説し、様々な文脈や視野を提供できるよう心
がけます。

■講　　師／谷川雅子（松山大学経営学部准教授）

■開講日時／9/28、10/5、10/12、10/19、
　10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
　（毎週火曜）※但し、11/23は除く
　14：15～15：45 （全10回）
■定　　員／30名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／どなたでも受講可(テキストは原則と
して日本語を使用し、適宜授業内で配布します)
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第１回　「私」について
第２回　「あなた」について―「わからない」ということ
第３回　「死」とは…
第４回　生きることと「時間」
第５回　「学び」の意味
第６回　「話を聴くということ」
第７回　「語り」について
第８回　「記憶をもつということ」
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第１回　日本で暮らす外国人の現状

第２回　やさしい日本語とは

第３回　やさしい日本語に言い換えてみよう①

第４回　やさしい日本語に言い換えてみよう②
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第１回　Introduction Lesson
第２回　Accidents at Home
第３回　Beauty and Physical Attractiveness
第４回　Complaining
第５回　Colors
第６回　Stress

第７回　Memory
第８回　Poverty
第９回　Privacy
第10回　Tell me about...?
第11回　News
第12回　Conclusion
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第１回　こんにちは（挨拶表現とアルファベート）
第２回　ワイン・喜び・愛（発音の基礎）
第３回　お名前は何とおっしゃいますか？
第４回　お飲み物は何になさいますか？
第５回　ご出身はどちらですか？
第６回　どちらにお住まいですか？

第７回　日本の方ですか？
第８回　のどが渇いていますか？
第９回　喫茶店に行きましょう！
第10回　今日は映画を見に行きます
第11回　明日は６時に起きます
第12回　列車でミュンヒェンへ向かいます
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第１回　エンパシーのすすめ
　　　　　見えるコミュニケーションと見えないコミュニケーション
第２回　感覚を擦り合わせるとは？
第３回　リアルな会話を作ってみる　ライブ脚本チャレンジⅠ
第４回　発信とリアクションの間の秘密　ライブ脚本チャレンジⅡ
第５回　会話の速度と感情、関係性と距離　ライブ脚本チャレンジⅢ

第６回　文脈を考える　川柳句会チャレンジⅠ
第７回　自由な批評と共感　川柳句会チャレンジⅡ
第８回　光と色を共感するには（シンパシーを考える）
第９回　詩を用いて、相手の感情や
　　　　経験を理解する能力（エンパシー）を高める
第10回　想像力が救うこれからのコミュニケーションまとめ
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第１回　フランス特有の文化を理解するために
第２回　フランス社会の特徴
第３回　現代フランスの文学、演劇、美術事情
第４回　ルネサンスからバロックへ
第５回　絶対王政の時代

第６回　近世の宗教、思想、文学
第７回　絵画と文学（『クレーヴの奥方』などを例に）
第８回　革命と啓蒙の時代
第９回　ロマン主義の時代
第10回　現代へ

Zoom（ズーム /ウェブ会議システム）を利用しますので、パソコン・スマホなどの端末、ネット環境が必要となります。申込書にご記入いただいたメールアドレス宛に Zoom の URLをご連絡いたします。
（可能な方は事前に Zoomアプリをダウンロードください。）なお、Zoom の仕様や使い方に関するお問い合わせには、お答えしかねます。参加方法



薬　・　健　康　講　座

語　学　講　座
対 面 形 式

講座番号
403

分子を操る医療に薬
～現在地とすぐそこにある未来～

金曜日
18：00～19：30
（全４回）

■開講日時／10/22、10/29、11/5、11/12
　（毎週金曜）18：00～ 19：30（全４回）
■定　　員／30名
■受 講 料／4,000円
■対　　象／どなたでも受講可■講座概要／本講座では、昨今話題になっているmRNA ワクチンやウイルスに効く薬がどのように設

計されているか、また遺伝情報や遺伝物質を用いた医療がどの程度実用化されており、近い将来どの
ように変わっていくのかについて 4人の講師がお話しします。

■講　　師／北村正典（松山大学薬学部教授）　　坂本宜俊（松山大学薬学部准教授）　
　　　　　　中西雅之（松山大学薬学部准教授）　中村　真（松山大学薬学部准教授）

講座番号
404

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～

木曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／健康な生活を送るためには、病気になっ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必要です。本講座では、薬の種類や使用方法、一般
的な疾病の病態と治療薬の基本的な内容について学習します。

■講　　師／難波弘行（松山大学薬学部教授）
■開講日時／9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16
（毎週木曜）16：00～ 17：30（全 12回）
■定　　員／20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／どなたでも受講可
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第１回　mRNAワクチンを知る90分（中西）

第２回　抗コロナウイルス薬はなぜ簡単につくれないのか

　　　　（北村）　

第３回　遺伝子治療・核酸医薬の現状と薬物送達システ

　　　　　ム（DDS）の応用（坂本）

第４回　ゲノム科学の進歩がもたらす21世紀型医療

　　　　（中村）
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第１回　薬の飲み方・使い方（内服薬・外用薬と注射剤）
第２回　糖尿病と治療薬の基礎知識
第３回　脂質異常症と治療薬の基礎知識
第４回　高血圧と治療薬の基礎知識
第５回　産婦人科疾患と治療薬の基礎知識（１：妊娠・生理など）
第６回　産婦人科疾患と治療薬の基礎知識（２：更年期障害など）
第７回　感染症と治療薬の基礎知識（消毒薬の使い方）
第８回　アレルギー性鼻炎と治療薬の基礎知識
第９回　食物アレルギー、アトピー性皮膚炎・結膜炎と治療薬の基礎知識
第10回　眼疾患（緑内障と白内障等）と治療薬の基礎知識
第11回　喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）と治療薬の基礎知識
第12回　喫煙の影響と禁煙補助薬（加熱式タバコ・電子式タバコなどの新型タバコとは？）

講座番号
333

初級韓国語
～簡単な会話を楽しむ～

月曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／韓国語の文字を復習しながら、基本

的な韓国語の会話を習う初級レベルのクラスで

す。各課のテーマに沿って初級文法の要点を勉

強し、会話を練習していきます。韓国語と韓国文

化に興味がある方、もう一度韓国語をやりなおし

たい方におすすめです。

■講　　師／李幸宣（松山大学経済学部准教授）

■開講日時／9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、

　11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13、

12/20（毎週月曜） 但し、11/22は除く

　14：15～15：45（全12回）

■定　　員／30名

■受 講 料／12,000円

■対　　象／ハングル（韓国語の文字）が少しで

も読める方、初心者レベルの既習者

講座番号
323 アフターコロナを旅するフランス語

水曜日
12：30～14：00
（全12回）

■講座概要／アフターコロナを見据えて、フランス
への旅を夢見ている方にピッタリの講座です。自
粛期間中に忘れてしまった「旅行フランス語」を
復習しつつ、パリの新スポットやコロナ前とは異
なるフランス人の価値観の変化についてご紹介
します。文法の詳細な解説は行いませんが、ゼロ
の方は表現を覚えてもらう形で参加可能です。

■講　　師／越智三起子（松山大学非常勤講師）　
■開講日時／9/22、9/29、10/6、10/13、
　10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、
12/8、12/15、12/22

　（毎週水曜）※但し、11/3、12/1 は除く
　12:30 ～ 14:00（全 12回）
■定　　員／20名
■受 講 料／12,000円（テキスト『ちょこっと
　わがままフランス語』（三修社）をお持ちで
ない方は、別途教材費2,100円が初回講座時
に必要です。）

■対　　象／フランス語学習歴ゼロの方、初心者
レベルの既習者

講座番号
304

笑顔で英語をしゃべろう！
～バーチャル旅行に出かけよう！～

木曜日
12：30～14：00
（全10回）

■定　　員／20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■講座概要／バーチャル旅行プランを立てましょう。旅の様々な場面で、何を、どの順序で、どのよう

に伝えれば、うまく会話のボールが転がるのかを想定し、おしゃべりする準備をしましょう。感染予
防のため、引き続き、講義スタイルにさせていただきますが、スマイルを忘れずに持ってきてくださ
いね。

■講　　師／岡田奈知（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9
　（毎週木曜）12:30～14:00（全10回）

講座番号
305

英語の発音矯正と英語学習
～発音矯正に特化した英語学習に参加してみませんか？～

金曜日
12：30～14：00
（全12回）

■対　　象／中級程度のレベルの方で、幅広い学びをしたい方、発音矯正をしたいと思っている方な
らどなたでも受講可

■講座概要／日本の英語教育ではなかなか学べない日常生活でよく使う基本的な慣用表現や、60 語程
度の簡単な文章をもとに英語学習の基本である読む・書く・聞く・話す、の 4技能を楽しく身に付
けるための活動をします。また、全ての活動が発音矯正に特化していますので、普段から英語らし
い発音を身に付けたいと望んでいる方もぜひチャレンジしてみませんか？

■講　　師／河野極（松山大学非常勤講師）
■開講日時／9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/26、12/3、12/10、
　12/17（毎週金曜）※但し、11/19 は除く　12：30～ 14：00（全 12回）
■定　　員／16名
■受 講 料／12,000円

講座番号
313

中国語でおもてなし
～中国語入門～

水曜日
10：15～11：45
（全12回）

■受 講 料／12,000円（テキスト『中国語的
　おもてなし 入門編』（郁文堂）をお持ちで
　ない方は、別途教材費2,600円が初回講座
　時に必要です。）
■対　　象／中国語入門レベル、どなたでも受
　講可

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

■講　　師／宮田さつき（松山大学非常勤講師）
■開講日時／9/22、9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/8、
　12/15、12/22（毎週水曜）※但し、11/3、12/1 は除く　10:15 ～ 11:45（全 12 回）
■定　　員／20名

講座番号
343

ドイツ語で話そう！
～Sprechen wir auf Deutsch! ～

木曜日
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）■講座概要／この講座は、日常会話でどうすればドイツ語で言いたいことが言えるようになるか、ドイツ

人の教員と学びます。グループやペア練習を中心にして、様々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し、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。

■講　　師／Jacqueline PORST（松山大学薬学部講師）
■開講日時／9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16
　（毎週木曜）12：30～ 14：00（全 12回）

講座番号
334

韓国語会話（中級）
～実践！生活の中で覚える韓国語～

月曜日
10：15～11：45
（全10回）

■定　　員／20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／中級レベル

■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（松山大学人文学部講師）
■開講日時／10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13
　（毎週月曜）※但し、11/22 は除く　10：15～ 11：45（全 10回）

講座番号
354 スペイン語で6曲、6つの文法テーマ　～ そして…さらなる曲 ～

金曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／このコースは、日常的なスペイン語の文法を学ぶことを目的としています。私が選んだ曲には文法的なテーマが
含まれています。非常に有名な曲、いくつかの古典的な曲、より現代的なスタイルの曲などを聞いていただきます。歌手や
リズムは、ラテンアメリカに存在する多様性を反映しています。

■講　　師／María Inés Torrisi（松山大学非常勤講師）
■開講日時／9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/26、12/3、12/10、12/17
　（毎週金曜） ※但し、11/19 は除く　10：15～ 11：45（全 12回）
■定　　員／18名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から初級レベル
　（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。）

講座番号
353

ゆっくり…ゆっくり…スペイン語を勉強しましょう
～Despacito…despacito, estudiamos español ～

火曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／あいさつからはじまり、さらに実際によくあるいろいろな場面においてスペイン語圏の人と通じ合えるやさしい
スペイン語を勉強します。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／María Inés Torrisi（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21
　（毎週火曜） ※但し、11/23 は除く　14：15～ 15：45（全 12回）
■定　　員／18名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から初級レベル
（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　バーチャルツアーに出かけよう！
　　　　 Youはインドア派？アウトドア派？
第２回　旅のテーマを決めよう！
第３回　入国審査でうろたえない！
第４回　カバンの中身は？
第５回　豪華客船で恋に落ちよう！
第６回　進捗状況を確認しよう
第７回　名所を巡ろう！
第８回　名物料理を堪能しよう！
第９回　絶対はずさない、お土産ランキング
第10回　どんなプランができたかな？
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第１回　オリエンテーション・発音①
第２回　発音②
第３回　発音③
第４回　私は～と申します
第５回　中国のかたですか？
第６回　あなたの家はどこにありますか？
第７回　今日はどこに行きますか？
第８回　娘は切符を買う必要がありますか？
第９回　お手伝いしましょうか？
第10回　ちょっと見てもいいですか？
第11回　中国文化紹介
第12回　振り返りとまとめ
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第１回　フランスへの旅行事情とコロナ関連の

　　　 　フランス語

第２回　コロナがもたらしたフランスの変化

第３回　食べ物①（ヘルシー志向）

第４回　食べ物②（人気の新スポット）

第５回　飲み物（ワイン離れ）

第６回　滞在パターン（SDGs）

第７回　話題のホテル

　　　  （サマリテーヌ・ベルサイユ etc）

第８回　移動手段（エコ意識の高まり）

第９回　パリの新名所①

　　　  （リニューアルオープン）

第10回　パリの新名所②

第11回　地方の魅力

第12回　カラダとココロにまつわるフランス語
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第１回　１、２課復習　自己紹介、

　　　　 あります/ありません文型　

第２回　３課  動詞　ます形　練習①

第３回　３課  動詞　ます形　練習②

第４回　４課  これはいくらですか①　　 　

第５回　４課  これはいくらですか②　 　

第６回　４課  これはいくらですか③

第７回　５課  今度の休みに何をするつもりですか①

第８回　５課  今度の休みに何をするつもりですか②

第９回　５課  今度の休みに何をするつもりですか③

第10回　６課  どんな季節が好きですか①

第11回　６課  どんな季節が好きですか②

第12回　６課  どんな季節が好きですか③
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第１回　Today's Expression 1 Let's get to know each other!
第２回　Today's Expression 2 New Types of Household Devices
第３回　Today's Expression 3 Fuel f rom Waste
第４回　Today's Expression 4 Taking Health Supplements 
第５回　Today's Expression 5 New Uses for Old Schools
第６回　Today's Expression 6 Reducing Food Waste
第７回　Today's Expression 7 Helping Smal l Towns
第８回　Today's Expression 8 Farming in cit ies
第９回　Today's Expression 9 Unusual Pets
第10回　Today's Expression 10 Fish Shortages
第11回　Today's Expression 11 Services for Foreigners
第12回　Today's Expression 12 Emergency Medical Services
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第１回　私のドイツ語歴（自己紹介＋α）
第２回　言語の勉強の仕方について
第３回　私の一日
第４回　趣味
第５回　長所と短所
第６回　夢
第７回　好きな場所
第８回　旅行
第９回　もし、お金がいっぱい手に入ったら
第10回　意見を述べる表現
第11回　ディスカッション
第12回　ドイツ人の祝日（の過ごし方）やプレゼント
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第１回　旅行はどこに行く予定なの？（旅行）
第２回　はい？119ですか？（緊急通報用電話番号）
第３回　方言を使えますか？（地域の言語文化）
第４回　そんなに気を遣わなくてもいいのに…（誕生日パーティー）
第５回　なんで横を向いてお酒を飲むんですか？（食事のマナー）
第６回　風邪を引いたときは何を食べるの？（民間療法）
第７回　キムチのヤンニョムはどのように作りますか？（キムチ作り）
第８回　あの色が鮮やかなチョゴリはどんな人が着ますか？（韓服文化）
第９回　初めて給料をもらったら、みんな何をしますか？（初めての給料）
第10回　結婚式の日にちは決まりましたか？（慣用表現）

講座番号
314

旅行・ビジネス中級中国語会話
～中国語と現代中国のABC～

金曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／中華圏へ旅行或いは仕事をしに行く際
の必要な会話を身に付けると同時に、現代中国に
関する知識も中国語で読んでみます。

■講　　師／王占華（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 9/24、10/1、10/8、10/15、
　10/22、10/29、11/5、11/12、11/26、
12/3、12/10、12/17（毎週金曜）※但し、
11/19 は除く　16:00 ～ 17:30（全 12回）

■定　　員／30名
■受 講 料／12,000円（テキスト『就職に役立
　てる中国語（改訂版）』（駿河台出版社）をお
持ちでない方は、別途教材費1,900円が初回講
座時に必要です。）

■対　　象／初級中国語レベル、中国語の発音と
　基礎文法を習ったことのある方

講座番号
324

フランス語コミュニケーション（中級）
～フランス語でもっと楽しく、もっと自然に話しましょう！～

月曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／初級で勉強したフランス語の基礎文
法を復習しながら、新しい文章構成を学ぶことに
よって、日常生活に関するいくつかのテーマにつ
いて、正しく、楽しく話すことができるようにな
ることを目指します。

■講　　師／ LOPEZ Emmanuel Mariano
　　　　　　（松山大学経済学部講師）

■開講日時／9/27、10/4、10/11、10/18、
　10/25、11/1、11/8、11/15、11/29、
12/6、12/13、12/20

　（毎週月曜）※但し、11/22 は除く
　10：15～ 11：45（全 12回）
■定　　員／30名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／中級レベル（規則動詞の現在形の活
　用を理解している方）

＜新型コロナウイルス感染症への対策について＞
開講の有無について

開講にあたっての
対策について

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言等により開講に変更が生じた場合には、松山大学のホームページ
にてお知らせいたします。

マスクの
着用

手指の
消毒 常時換気 検温 健康チェック座席の間隔を

あける

【ご自宅で事前に実施していただくこと】
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第１回　中国語についての確認復習①

　　　　（特徴・発音）

第２回　中国語についての確認復習②

　　　　（基本文型）

第３回　電話でホテルの予約（中国人の呼び方）

第４回　入国する際の会話（中国語の外来語）

第５回　タクシーに乗る（中国の流行語）

第６回　ホテルのチェックイン（中国の広告）

第７回　道を尋ねる（中国の祝日）

第８回　両替する際の会話（中国のお金）

第９回　レストランで食事する（中国人の三食）

第10回　列車に乗る（中国の乗り物）

第11回　おみやげを買う（中国人の交際習慣）

第12回　教室での中国旅行の実習

　　　　（受講者全員での寸劇）
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第１回　約束をする①・Prendre rendez-vous①
第２回　約束をする②・Prendre rendez-vous②
第３回　案内を聞く①・Demander des renseignements①
第４回　案内を聞く②・Demander des renseignements②
第５回　案内を聞く③・Demander des renseignements③
第６回　義務を表す・Exprimer une obl igat ion
第７回　許可と禁止を表す・Autoriser et interdire
第８回　確認する・Véri f ier
第９回　反対する・Protester
第10回　予定や計画を表す①・Exprimer des intent ions, des projets①
第11回　予定や計画を表す②・Exprimer des intent ions, des projets②
第12回　位置を表す・Local iser
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第１回　曲Canción1 文法：Cambiar動詞（規則動詞直説法現在形） 
第２回　曲Canción2 文法：今、何時ですか？
第３回　曲Canción2 文法：gustar動詞と同じグループの他の動詞（encantar、doler）
第４回　曲Canción3 人間の体、痛い…（頭が痛い）
第５回　曲Canción3 Poder動詞
第６回　曲Canción4 文法：tener動詞、文化・踊り：フラメンコ、サルサ
第７回　曲Canción5 文法：tener que +動詞 今日は何をしなければならないのか？
第８回　曲Canción5 不規則動詞、現在形
第９回　曲Canción5 文化：ラテンアメリカ
第10回　曲Canción6 文法：ser動詞
第11回　曲Canción6 文法：ser動詞 歌いましょうか？
第12回　曲Canción6 Gracias a...
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第１回　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？
第２回　誕生日おめでとう!FELIZ　CUMPLEAÑOS!（TENER動詞）①
第３回　兄弟は何人いますか？（TENER動詞）②
第４回　私の友達は目が黒いです（TENER動詞）③
第５回　何をしていますか ¿Qué estás haciendo? 現在進行形①
第６回　何をしていますか ¿Qué estás haciendo? 現在進行形②
第７回　青が好きです GUSTAR動詞、色
第８回　海か山かどちらが好きですか？（PREFERIR動詞）
第９回　春休みに何をするつもりですか？（PENSAR動詞）
第10回　このお茶はいくらですか？（COSTAR動詞）  
第11回　スーパーマーケットで買い物する
第12回　スペイン語が話せますか？（PODER動詞）



薬　・　健　康　講　座

語　学　講　座
対 面 形 式

講座番号
403

分子を操る医療に薬
～現在地とすぐそこにある未来～

金曜日
18：00～19：30
（全４回）

■開講日時／10/22、10/29、11/5、11/12
　（毎週金曜）18：00～ 19：30（全４回）
■定　　員／30名
■受 講 料／4,000円
■対　　象／どなたでも受講可■講座概要／本講座では、昨今話題になっているmRNA ワクチンやウイルスに効く薬がどのように設

計されているか、また遺伝情報や遺伝物質を用いた医療がどの程度実用化されており、近い将来どの
ように変わっていくのかについて 4人の講師がお話しします。

■講　　師／北村正典（松山大学薬学部教授）　　坂本宜俊（松山大学薬学部准教授）　
　　　　　　中西雅之（松山大学薬学部准教授）　中村　真（松山大学薬学部准教授）

講座番号
404

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～

木曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／健康な生活を送るためには、病気になっ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必要です。本講座では、薬の種類や使用方法、一般
的な疾病の病態と治療薬の基本的な内容について学習します。

■講　　師／難波弘行（松山大学薬学部教授）
■開講日時／9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16
（毎週木曜）16：00～ 17：30（全 12回）
■定　　員／20名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／どなたでも受講可
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第１回　mRNAワクチンを知る90分（中西）

第２回　抗コロナウイルス薬はなぜ簡単につくれないのか

　　　　（北村）　

第３回　遺伝子治療・核酸医薬の現状と薬物送達システ

　　　　　ム（DDS）の応用（坂本）

第４回　ゲノム科学の進歩がもたらす21世紀型医療

　　　　（中村）
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第１回　薬の飲み方・使い方（内服薬・外用薬と注射剤）
第２回　糖尿病と治療薬の基礎知識
第３回　脂質異常症と治療薬の基礎知識
第４回　高血圧と治療薬の基礎知識
第５回　産婦人科疾患と治療薬の基礎知識（１：妊娠・生理など）
第６回　産婦人科疾患と治療薬の基礎知識（２：更年期障害など）
第７回　感染症と治療薬の基礎知識（消毒薬の使い方）
第８回　アレルギー性鼻炎と治療薬の基礎知識
第９回　食物アレルギー、アトピー性皮膚炎・結膜炎と治療薬の基礎知識
第10回　眼疾患（緑内障と白内障等）と治療薬の基礎知識
第11回　喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）と治療薬の基礎知識
第12回　喫煙の影響と禁煙補助薬（加熱式タバコ・電子式タバコなどの新型タバコとは？）

講座番号
333

初級韓国語
～簡単な会話を楽しむ～

月曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／韓国語の文字を復習しながら、基本

的な韓国語の会話を習う初級レベルのクラスで

す。各課のテーマに沿って初級文法の要点を勉

強し、会話を練習していきます。韓国語と韓国文

化に興味がある方、もう一度韓国語をやりなおし

たい方におすすめです。

■講　　師／李幸宣（松山大学経済学部准教授）

■開講日時／9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、

　11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13、

12/20（毎週月曜） 但し、11/22は除く

　14：15～15：45（全12回）

■定　　員／30名

■受 講 料／12,000円

■対　　象／ハングル（韓国語の文字）が少しで

も読める方、初心者レベルの既習者

講座番号
323 アフターコロナを旅するフランス語

水曜日
12：30～14：00
（全12回）

■講座概要／アフターコロナを見据えて、フランス
への旅を夢見ている方にピッタリの講座です。自
粛期間中に忘れてしまった「旅行フランス語」を
復習しつつ、パリの新スポットやコロナ前とは異
なるフランス人の価値観の変化についてご紹介
します。文法の詳細な解説は行いませんが、ゼロ
の方は表現を覚えてもらう形で参加可能です。

■講　　師／越智三起子（松山大学非常勤講師）　
■開講日時／9/22、9/29、10/6、10/13、
　10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、
12/8、12/15、12/22

　（毎週水曜）※但し、11/3、12/1 は除く
　12:30 ～ 14:00（全 12回）
■定　　員／20名
■受 講 料／12,000円（テキスト『ちょこっと
　わがままフランス語』（三修社）をお持ちで
ない方は、別途教材費2,100円が初回講座時
に必要です。）

■対　　象／フランス語学習歴ゼロの方、初心者
レベルの既習者

講座番号
304

笑顔で英語をしゃべろう！
～バーチャル旅行に出かけよう！～

木曜日
12：30～14：00
（全10回）

■定　　員／20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■講座概要／バーチャル旅行プランを立てましょう。旅の様々な場面で、何を、どの順序で、どのよう

に伝えれば、うまく会話のボールが転がるのかを想定し、おしゃべりする準備をしましょう。感染予
防のため、引き続き、講義スタイルにさせていただきますが、スマイルを忘れずに持ってきてくださ
いね。

■講　　師／岡田奈知（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9
　（毎週木曜）12:30～14:00（全10回）

講座番号
305

英語の発音矯正と英語学習
～発音矯正に特化した英語学習に参加してみませんか？～

金曜日
12：30～14：00
（全12回）

■対　　象／中級程度のレベルの方で、幅広い学びをしたい方、発音矯正をしたいと思っている方な
らどなたでも受講可

■講座概要／日本の英語教育ではなかなか学べない日常生活でよく使う基本的な慣用表現や、60 語程
度の簡単な文章をもとに英語学習の基本である読む・書く・聞く・話す、の 4技能を楽しく身に付
けるための活動をします。また、全ての活動が発音矯正に特化していますので、普段から英語らし
い発音を身に付けたいと望んでいる方もぜひチャレンジしてみませんか？

■講　　師／河野極（松山大学非常勤講師）
■開講日時／9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/26、12/3、12/10、
　12/17（毎週金曜）※但し、11/19 は除く　12：30～ 14：00（全 12回）
■定　　員／16名
■受 講 料／12,000円

講座番号
313

中国語でおもてなし
～中国語入門～

金曜日
12：30～14：00
（全12回）

■受 講 料／12,000円（テキスト『中国語的
　おもてなし 入門編』（郁文堂）をお持ちで
　ない方は、別途教材費2,600円が初回講座
　時に必要です。）
■対　　象／中国語入門レベル、どなたでも受
　講可

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

■講　　師／宮田さつき（松山大学非常勤講師）
■開講日時／9/22、9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/8、
　12/15、12/22（毎週水曜）※但し、11/3、12/1 は除く　10:15 ～ 11:45（全 12 回）
■定　　員／20名

講座番号
343

ドイツ語で話そう！
～Sprechen wir auf Deutsch! ～

木曜日
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）■講座概要／この講座は、日常会話でどうすればドイツ語で言いたいことが言えるようになるか、ドイツ

人の教員と学びます。グループやペア練習を中心にして、様々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し、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。

■講　　師／Jacqueline PORST（松山大学薬学部講師）
■開講日時／9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16
　（毎週木曜）12：30～ 14：00（全 12回）

講座番号
334

韓国語会話（中級）
～実践！生活の中で覚える韓国語～

月曜日
10：15～11：45
（全10回）

■定　　員／20名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／中級レベル

■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（松山大学人文学部講師）
■開講日時／10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13
　（毎週月曜）※但し、11/22 は除く　10：15～ 11：45（全 10回）

講座番号
354 スペイン語で6曲、6つの文法テーマ　～ そして…さらなる曲 ～

金曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／このコースは、日常的なスペイン語の文法を学ぶことを目的としています。私が選んだ曲には文法的なテーマが
含まれています。非常に有名な曲、いくつかの古典的な曲、より現代的なスタイルの曲などを聞いていただきます。歌手や
リズムは、ラテンアメリカに存在する多様性を反映しています。

■講　　師／María Inés Torrisi（松山大学非常勤講師）
■開講日時／9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/26、12/3、12/10、12/17
　（毎週金曜） ※但し、11/19 は除く　10：15～ 11：45（全 12回）
■定　　員／18名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から初級レベル
　（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。）

講座番号
353

ゆっくり…ゆっくり…スペイン語を勉強しましょう
～Despacito…despacito, estudiamos español ～

火曜日
14：15～15：45
（全12回）

■講座概要／あいさつからはじまり、さらに実際によくあるいろいろな場面においてスペイン語圏の人と通じ合えるやさしい
スペイン語を勉強します。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／María Inés Torrisi（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21
　（毎週火曜） ※但し、11/23 は除く　14：15～ 15：45（全 12回）
■定　　員／18名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／スペイン語未経験者から初級レベル
（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。）

講
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第１回　バーチャルツアーに出かけよう！
　　　　 Youはインドア派？アウトドア派？
第２回　旅のテーマを決めよう！
第３回　入国審査でうろたえない！
第４回　カバンの中身は？
第５回　豪華客船で恋に落ちよう！
第６回　進捗状況を確認しよう
第７回　名所を巡ろう！
第８回　名物料理を堪能しよう！
第９回　絶対はずさない、お土産ランキング
第10回　どんなプランができたかな？

講
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第１回　オリエンテーション・発音①
第２回　発音②
第３回　発音③
第４回　私は～と申します
第５回　中国のかたですか？
第６回　あなたの家はどこにありますか？
第７回　今日はどこに行きますか？
第８回　娘は切符を買う必要がありますか？
第９回　お手伝いしましょうか？
第10回　ちょっと見てもいいですか？
第11回　中国文化紹介
第12回　振り返りとまとめ

講
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第１回　フランスへの旅行事情とコロナ関連の

　　　 　フランス語

第２回　コロナがもたらしたフランスの変化

第３回　食べ物①（ヘルシー志向）

第４回　食べ物②（人気の新スポット）

第５回　飲み物（ワイン離れ）

第６回　滞在パターン（SDGs）

第７回　話題のホテル

　　　  （サマリテーヌ・ベルサイユ etc）

第８回　移動手段（エコ意識の高まり）

第９回　パリの新名所①

　　　  （リニューアルオープン）

第10回　パリの新名所②

第11回　地方の魅力

第12回　カラダとココロにまつわるフランス語

講
座
ス
ケ
ジ
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第１回　１、２課復習　自己紹介、

　　　　 あります/ありません文型　

第２回　３課  動詞　ます形　練習①

第３回　３課  動詞　ます形　練習②

第４回　４課  これはいくらですか①　　 　

第５回　４課  これはいくらですか②　 　

第６回　４課  これはいくらですか③

第７回　５課  今度の休みに何をするつもりですか①

第８回　５課  今度の休みに何をするつもりですか②

第９回　５課  今度の休みに何をするつもりですか③

第10回　６課  どんな季節が好きですか①

第11回　６課  どんな季節が好きですか②

第12回　６課  どんな季節が好きですか③

講
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第１回　Today's Expression 1 Let's get to know each other!
第２回　Today's Expression 2 New Types of Household Devices
第３回　Today's Expression 3 Fuel f rom Waste
第４回　Today's Expression 4 Taking Health Supplements 
第５回　Today's Expression 5 New Uses for Old Schools
第６回　Today's Expression 6 Reducing Food Waste
第７回　Today's Expression 7 Helping Smal l Towns
第８回　Today's Expression 8 Farming in cit ies
第９回　Today's Expression 9 Unusual Pets
第10回　Today's Expression 10 Fish Shortages
第11回　Today's Expression 11 Services for Foreigners
第12回　Today's Expression 12 Emergency Medical Services

講
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第１回　私のドイツ語歴（自己紹介＋α）
第２回　言語の勉強の仕方について
第３回　私の一日
第４回　趣味
第５回　長所と短所
第６回　夢
第７回　好きな場所
第８回　旅行
第９回　もし、お金がいっぱい手に入ったら
第10回　意見を述べる表現
第11回　ディスカッション
第12回　ドイツ人の祝日（の過ごし方）やプレゼント

講
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第１回　旅行はどこに行く予定なの？（旅行）
第２回　はい？119ですか？（緊急通報用電話番号）
第３回　方言を使えますか？（地域の言語文化）
第４回　そんなに気を遣わなくてもいいのに…（誕生日パーティー）
第５回　なんで横を向いてお酒を飲むんですか？（食事のマナー）
第６回　風邪を引いたときは何を食べるの？（民間療法）
第７回　キムチのヤンニョムはどのように作りますか？（キムチ作り）
第８回　あの色が鮮やかなチョゴリはどんな人が着ますか？（韓服文化）
第９回　初めて給料をもらったら、みんな何をしますか？（初めての給料）
第10回　結婚式の日にちは決まりましたか？（慣用表現）

講座番号
314

旅行・ビジネス中級中国語会話
～中国語と現代中国のABC～

金曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／中華圏へ旅行或いは仕事をしに行く際
の必要な会話を身に付けると同時に、現代中国に
関する知識も中国語で読んでみます。

■講　　師／王占華（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 9/24、10/1、10/8、10/15、
　10/22、10/29、11/5、11/12、11/26、
12/3、12/10、12/17（毎週金曜）※但し、
11/19 は除く　16:00 ～ 17:30（全 12回）

■定　　員／30名
■受 講 料／12,000円（テキスト『就職に役立
　てる中国語（改訂版）』（駿河台出版社）をお
持ちでない方は、別途教材費1,900円が初回講
座時に必要です。）

■対　　象／初級中国語レベル、中国語の発音と
　基礎文法を習ったことのある方

講座番号
324

フランス語コミュニケーション（中級）
～フランス語でもっと楽しく、もっと自然に話しましょう！～

月曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／初級で勉強したフランス語の基礎文
法を復習しながら、新しい文章構成を学ぶことに
よって、日常生活に関するいくつかのテーマにつ
いて、正しく、楽しく話すことができるようにな
ることを目指します。

■講　　師／ LOPEZ Emmanuel Mariano
　　　　　　（松山大学経済学部講師）

■開講日時／9/27、10/4、10/11、10/18、
　10/25、11/1、11/8、11/15、11/29、
12/6、12/13、12/20

　（毎週月曜）※但し、11/22 は除く
　10：15～ 11：45（全 12回）
■定　　員／30名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／中級レベル（規則動詞の現在形の活
　用を理解している方）

＜新型コロナウイルス感染症への対策について＞
開講の有無について

開講にあたっての
対策について

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、緊急事態宣言等により開講に変更が生じた場合には、松山大学のホームページ
にてお知らせいたします。

マスクの
着用

手指の
消毒 常時換気 検温 健康チェック座席の間隔を

あける

【ご自宅で事前に実施していただくこと】
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第１回　中国語についての確認復習①

　　　　（特徴・発音）

第２回　中国語についての確認復習②

　　　　（基本文型）

第３回　電話でホテルの予約（中国人の呼び方）

第４回　入国する際の会話（中国語の外来語）

第５回　タクシーに乗る（中国の流行語）

第６回　ホテルのチェックイン（中国の広告）

第７回　道を尋ねる（中国の祝日）

第８回　両替する際の会話（中国のお金）

第９回　レストランで食事する（中国人の三食）

第10回　列車に乗る（中国の乗り物）

第11回　おみやげを買う（中国人の交際習慣）

第12回　教室での中国旅行の実習

　　　　（受講者全員での寸劇）
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第１回　約束をする①・Prendre rendez-vous①
第２回　約束をする②・Prendre rendez-vous②
第３回　案内を聞く①・Demander des renseignements①
第４回　案内を聞く②・Demander des renseignements②
第５回　案内を聞く③・Demander des renseignements③
第６回　義務を表す・Exprimer une obl igat ion
第７回　許可と禁止を表す・Autoriser et interdire
第８回　確認する・Véri f ier
第９回　反対する・Protester
第10回　予定や計画を表す①・Exprimer des intent ions, des projets①
第11回　予定や計画を表す②・Exprimer des intent ions, des projets②
第12回　位置を表す・Local iser

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　曲Canción1 文法：Cambiar動詞（規則動詞直説法現在形） 
第２回　曲Canción2 文法：今、何時ですか？
第３回　曲Canción2 文法：gustar動詞と同じグループの他の動詞（encantar、doler）
第４回　曲Canción3 人間の体、痛い…（頭が痛い）
第５回　曲Canción3 Poder動詞
第６回　曲Canción4 文法：tener動詞、文化・踊り：フラメンコ、サルサ
第７回　曲Canción5 文法：tener que +動詞 今日は何をしなければならないのか？
第８回　曲Canción5 不規則動詞、現在形
第９回　曲Canción5 文化：ラテンアメリカ
第10回　曲Canción6 文法：ser動詞
第11回　曲Canción6 文法：ser動詞 歌いましょうか？
第12回　曲Canción6 Gracias a...
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第１回　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？
第２回　誕生日おめでとう!FELIZ　CUMPLEAÑOS!（TENER動詞）①
第３回　兄弟は何人いますか？（TENER動詞）②
第４回　私の友達は目が黒いです（TENER動詞）③
第５回　何をしていますか ¿Qué estás haciendo? 現在進行形①
第６回　何をしていますか ¿Qué estás haciendo? 現在進行形②
第７回　青が好きです GUSTAR動詞、色
第８回　海か山かどちらが好きですか？（PREFERIR動詞）
第９回　春休みに何をするつもりですか？（PENSAR動詞）
第10回　このお茶はいくらですか？（COSTAR動詞）  
第11回　スーパーマーケットで買い物する
第12回　スペイン語が話せますか？（PODER動詞）



語　学　講　座

教　養　講　座
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講座番号
342

ドイツ語を始めよう！
～楽しく学ぶドイツ語の初歩～

月曜日
12：30～14：00
（全12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
ための初心者向け入門講座です。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。挨拶や自己紹
介など、ドイツ語で簡単な会話ができるように
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／9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、
　11/1、11/8、11/15、11/29、12/6、12/13、12/20
　（毎週月曜）※但し、11/22は除く　12：30～14：00 （全12回）
■定　　員／20名
■受 講 料／12,000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

講座番号
306 Let's Talk

水曜日
16：00～17：30
（全12回）

■講座概要／ In this course you will learn to 
 g i ve  op in ions,  bu i ld  vocabu la ry,  and
 improve your speaking fluency.
■講　　師／ Tzehaie Ogbamichael
　　　　　　（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 9/22、9/29、10/6、10/13、10/20、
　10/27、11/10、11/17、11/24、12/8、12/15、
12/22 

　（毎週水曜）※但し、11/3、12/1は除く
　16：00～17：30（全12回）
■定　　員／24名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／ The minimum requirement to join 
this class is to be able to communicate in 
English using simple expressions.

講座番号
107

「源氏物語」を楽しむ
～「須磨」・「明石」の巻を読む～

火曜日
10：15～11：45
（全12回）

■講座概要／「源氏物語」の美しい文章を音読し、語られている内容を理解することによって日本の古
典のすばらしさに触れていただきます。政界の情勢が不利になっていくなか、源氏は須磨への退居を
決意します。都の恋しい人たちとの別れや須磨のわび住まいを経て、ドラマチックに運命の人明石の
君の住む明石へと移ります。

■講　　師／武内哲志（松山大学非常勤講師、高齢者大学講師）
■開講日時／9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、
　12/21（毎週火曜）※但し、11/23は除く　10：15～11：45 （全12回）
■定　　員／40名
■受 講 料／12,000円
■対　　象／古典に親しみたい方、源氏物語を読んでみたい方
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第１回　「須磨」：導入―源氏須磨退居を決意―
第２回　致仕の大臣への暇乞い―
第３回　紫の上との別れ―花散る里との別れ―
第４回　旅立ちの準備―朧月夜へ便りを送る―藤壺との別れ―
第５回　東宮へ別れの便り―出発の日―須磨に着く―須磨の住居のさま
第６回　京の人々に文を送る―京の人々のそれぞれの嘆き
第７回　六条御息所からの使い―花散里の文―須磨の侘住いのさま
第８回　八月十五夜、故郷を懐う―大宰の大弐と娘五節の見舞い―都の人々の様子
第９回　源氏の流謫生活―明石入道源氏の噂を聞き―入道の娘の人柄
第10回　宰相の中将源氏を訪問―三月上巳の日海浜にみそぎし暴風雨に襲われる
第11回　「明石」：嵐の中紫の上の使者来訪―廊に落雷炎上
第12回　桐壺院、源氏の夢枕に立つ―明石の入道の迎えの舟来る―源氏明石に赴く―
　　　　　明石の入道の居館に迎えられる―感想とまとめ

講座番号
109

日々の暮らしの「哲学」 
～些細な事柄について、深く考える～

月曜日
12：30～14：00
（全８回）

■講座概要／「哲学」と聞くと、小難しそうなイメー
ジを抱くかもしれません。しかし、難しい顔で本に
かじりつくばかりが、哲学ではありません。日々の
暮らしのなかで、私たちが出会うちょっとした不思
議。そして違和感。忙しさの中に埋もれてしまい、
いつしか忘れ去られてしまうものたちに向き合い、
言葉を与える…そんな時間を一緒に過ごしませんか。

■講　　師／山本希（松山短期大学非常勤講師）
■開講日時／10/25、11/1、11/8、11/15、
　11/29、12/6、12/13、12/20
　（毎週月曜）※但し、11/22 は除く
　12：30～ 14：00 （全 8回）

■定　　員／20名
■受 講 料／8,000円
■対　　象／テーマに興味のある方ならどなたでも
　　　　　　受講可

講座番号
108 日本で暮らす外国人の現状と「やさしい日本語」

水曜日
14：15～15：45
（全４回）

■講座概要／「やさしい日本語」とは、外国人の
ためにわかりやすく言い換えた日本語のことで
す。在住外国人が増える中、自治体からのお知
らせや NHK の災害情報などでも使われるよう
になりました。この講座では、日本で暮らす外
国人の現状や、「やさしい日本語」への言い換
え方を学び、外国人とのコミュニケーションに
ついて考えます。

■講　　師／築地伸美（松山大学非常勤講師）
■開講日時／10/20、10/27、11/10、11/17
　 （毎週水曜）※但し、11/3 は除く
　14：15～ 15：45 （全 4回）

■定　　員／20名
■受 講 料／4,000円
■対　　象／どなたでも受講可

講座番号
110

想像力が救うこれからのコミュニケーション講座 
～エンパシーのすすめ～

木曜日
14：15～15：45
（全10回）

■講座概要／ SNSの出現によって意思伝達の手
段や方法は大きく変わりました。家族、会社、
社会などあらゆるシーンでコンテキスト（文脈）
を擦り合わせ、想像力で補うコミュニケーショ
ンが当たり前となった現代。「今」必要とされ
る受信と発信のメカニズムと技術を分かり易く
解説し、体感してもらう講座です。

■講　　師／桝形浩人（松山大学非常勤講師、
　まつやまアーツマネジメント）
■開講日時／ 9/30、10/7、10/14、10/21、
　10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、
12/2 （毎週木曜）14：15～15：45 （全10回）

■定　　員／30名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／どなたでも受講可

講座番号
111 フランス文化に触れる

火曜日
14：15～15：45
（全10回）

■講座概要／フランスの文化、思想、文学、歴史
など幅広く紹介します。特に、近現代の学問や
考え方の基礎をつくったとされる 17世紀に焦
点を当て、それ以前とそれ以降の時代の流れを
読み解いていくことを目指します。具体的な絵
画、作家や思想家のテキストを、わかりやすく
解説し、様々な文脈や視野を提供できるよう心
がけます。

■講　　師／谷川雅子（松山大学経営学部准教授）

■開講日時／9/28、10/5、10/12、10/19、
　10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
　（毎週火曜）※但し、11/23は除く
　14：15～15：45 （全10回）
■定　　員／30名
■受 講 料／10,000円
■対　　象／どなたでも受講可(テキストは原則と
して日本語を使用し、適宜授業内で配布します)
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第１回　「私」について
第２回　「あなた」について―「わからない」ということ
第３回　「死」とは…
第４回　生きることと「時間」
第５回　「学び」の意味
第６回　「話を聴くということ」
第７回　「語り」について
第８回　「記憶をもつということ」

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　日本で暮らす外国人の現状

第２回　やさしい日本語とは

第３回　やさしい日本語に言い換えてみよう①

第４回　やさしい日本語に言い換えてみよう②
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第１回　Introduction Lesson
第２回　Accidents at Home
第３回　Beauty and Physical Attractiveness
第４回　Complaining
第５回　Colors
第６回　Stress

第７回　Memory
第８回　Poverty
第９回　Privacy
第10回　Tell me about...?
第11回　News
第12回　Conclusion
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第１回　こんにちは（挨拶表現とアルファベート）
第２回　ワイン・喜び・愛（発音の基礎）
第３回　お名前は何とおっしゃいますか？
第４回　お飲み物は何になさいますか？
第５回　ご出身はどちらですか？
第６回　どちらにお住まいですか？

第７回　日本の方ですか？
第８回　のどが渇いていますか？
第９回　喫茶店に行きましょう！
第10回　今日は映画を見に行きます
第11回　明日は６時に起きます
第12回　列車でミュンヒェンへ向かいます
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第１回　エンパシーのすすめ
　　　　　見えるコミュニケーションと見えないコミュニケーション
第２回　感覚を擦り合わせるとは？
第３回　リアルな会話を作ってみる　ライブ脚本チャレンジⅠ
第４回　発信とリアクションの間の秘密　ライブ脚本チャレンジⅡ
第５回　会話の速度と感情、関係性と距離　ライブ脚本チャレンジⅢ

第６回　文脈を考える　川柳句会チャレンジⅠ
第７回　自由な批評と共感　川柳句会チャレンジⅡ
第８回　光と色を共感するには（シンパシーを考える）
第９回　詩を用いて、相手の感情や
　　　　経験を理解する能力（エンパシー）を高める
第10回　想像力が救うこれからのコミュニケーションまとめ
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第１回　フランス特有の文化を理解するために
第２回　フランス社会の特徴
第３回　現代フランスの文学、演劇、美術事情
第４回　ルネサンスからバロックへ
第５回　絶対王政の時代

第６回　近世の宗教、思想、文学
第７回　絵画と文学（『クレーヴの奥方』などを例に）
第８回　革命と啓蒙の時代
第９回　ロマン主義の時代
第10回　現代へ

Zoom（ズーム /ウェブ会議システム）を利用しますので、パソコン・スマホなどの端末、ネット環境が必要となります。申込書にご記入いただいたメールアドレス宛に Zoom の URLをご連絡いたします。
（可能な方は事前に Zoomアプリをダウンロードください。）なお、Zoom の仕様や使い方に関するお問い合わせには、お答えしかねます。参加方法
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