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春期講座のご案内春期講座のご案内

「松山大学コミュニティ・カレッジ」

TEL 089-926-8246（社会連携課）　E-mail  mu-renkei@matsuyama-u.jp
〒790-8578　松山市文京町4番地2　https://www.matsuyama-u.ac.jp/  Twitter:@MU_Renkei

対 面 形 式

オ ン ラ イ ン 形 式
語　学　講　座

教　養　講　座

　「松山大学コミュニティ・カレッジ」は、市民の皆様に広く
生涯学習の場を提供し、地域社会への貢献をめざす松山
大学の生涯学習事業です。
　2022年度春期講座も、カルチャースクールとは異なる、
本学の特色を生かしたアカデミックな講座を開講いたしま
す。2010年度よりスタートした本事業は、これまでに延べ
約6,900人以上の方に受講していただいています。
　「松山大学コミュニティ・カレッジ」で、楽しく、有意義な
学びの時間を過ごしてみませんか？
　皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座 学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

講座番号
101

水曜日
14：15〜15：45

（全4回）

日本で暮らす外国人の
現状と「やさしい日本語」

講座番号
302

木曜日
10：15〜11：45

（全12回）
英語の発音矯正と英語学習
〜正しい発音で英語を話してみましょう！〜

講座番号
331

木曜日
10：15〜11：45

（全12回）
韓国語への第一歩
〜韓国語（初級）〜

講座番号
102

金曜日
10：15〜11：45

（全12回）
ドイツ文学に親しもう 〜19世紀の短篇小説を読む〜

講座番号
303

水曜日
16：00〜17：30

（全12回）
Let's Talk

講座番号
341

火曜日
10：15〜11：45

（全12回）
ドイツ語を始めよう！
〜楽しく学ぶドイツ語の初歩〜

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第１回　ドイツ文学の流れ
第２回　北ドイツの風土
第３回　シュトルムの生涯（１）
第４回　シュトルムの生涯（２）
第５回　『みずうみ』を読む（形式と構成）
第６回　「老人」「幼な友」（『グリム童話』と『聖書』）

第１回　Introduction Lesson

第２回　United States

第３回　Social Problems

第４回　Entertainment

第５回　Dangers

第６回　Inventions

第７回　Internet

第８回　Do You Wish___?

第１回　ハングル①　母音-1

第２回　ハングル②　母音-2

第３回　ハングル③　子音-1

第４回　ハングル④　子音-2

第５回　ハングル⑤　パッチム

第６回　韓国語の挨拶・日常表現

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１回　Let’s get to know each other!

第２回　Today's Expression 1   New Types of Household Devices

第３回　Today's Expression 2   Fuel from Waste

第４回　Today's Expression 3   Taking Health Supplements

第５回　Today's Expression 4   New Uses for Old Schools

第６回　Today's Expression 5   Reducing Food Waste

第７回　Today's Expression 6   Helping Small Towns

第８回　Today's Expression 7   Farming in cities

第９回　Today's Expression 8   Unusual Pets

第10回　Today's Expression 9   Fish Shortages

第11回　Today's Expression 10  Services for Foreigners

第12回　Today's Expression 11  Emergency Medical Services

第７回　「森の中」（森へのピクニックといちご探し）
第８回　「道のべに立つおとめごの」（ドイツのクリスマスと刹那の恋）
第９回　「故郷」（若い二人の美しい秘密）
第10回　「手紙」「イムメン湖」（婚約の知らせと幼なじみとの再会）
第11回　「母は欲りせり」（民謡の主題と睡蓮の花）
第12回　「エリーザベト」「老人」（市民社会の倫理と永遠の別れ）

第９回　Films in Japanese

第10回　Manners

第11回　Books and Reading

第12回　Conclusion

第７回　こんにちは①　-語彙-

第８回　こんにちは②　-文型-

第９回　こんにちは③　-会話-

第10回　この人は誰ですか？①　-語彙-

第11回　この人は誰ですか？②　-文型-

第12回　この人は誰ですか？③　-会話-

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。

■講座概要／コロナ禍で自粛を余儀なくされていたこの
２年。早くアクティブな生活を取り戻し、新しいことに
チャレンジしたいと思っている皆さん。Withコロナで楽
しく英語を学んでみませんか？本講座では英語学習の基
本、読む・書く・聞く・話す４技能を、楽しく学ぶための
グループワークを用意しています。また、すべての活動
の中で発音矯正に特化したご指導をいたします。

■講　　師／河野極（松山大学非常勤講師）

■開講日時／ 5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、
6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、7/21、7/28

　（毎週木曜）10：15 ～11：45（全12回）
■定　　員／ 16名
■受 講 料／ 12,000円
■対　　象／中級程度のレベルの方。正しい英語

の発音を身に着けたいと思っている方ならどな
たでも参加いただけます。

■講座概要／韓国語の文字から始まる韓国語の入
門講座です。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、もう一度ゼロか
らやりなおしたい方はこの機会にぜひ韓国語へ
の第一歩を踏み出してみて下さい。

■講　　師／朴珍姫（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、

6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、7/21、7/28
　（毎週木曜）10：15 ～11：45（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／ 12,000円（テキスト『いよいよ韓国

語』（朝日出版社）をお持ちでない方は、別途
ご案内します）

■対　　象／韓国語学習歴ゼロの方、初心者レベ
ルの既習者

■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／ 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、

6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、7/20、7/27
　（毎週水曜）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／ 5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、

6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、7/26
　（毎週火曜）10：15 ～11：45（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／ 12,000円（筆記用具、ノート、辞書（初回

授業で説明）を用意してください。授業は日本語で行います。）
■対　　象／ドイツ語を全く知らない初心の方。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。

■講座概要／若き日の恋、戻らぬ青春の日々……。互いに思いを
寄せるエリーザベトとラインハルトの仲を引き裂いたものとは？　
かつて日本でも盛んに読まれていた、詩的写実主義の作家テーオ
ドール・シュトルムの代表作『みずうみ』を、時代背景やドイツ文化
についての説明を交えながら、分かりやすく解説していきます。

■講　　師／田淵昌太（松山大学非常勤講師）
■開講日時／5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、

7/1、7/8、7/15、7/22、7/29
　（毎週金曜）10：15 ～11：45（全12回）

■定　　員／30名
■受 講 料／12,000円（テキスト『みずうみ 他四篇』（岩波書

店）をお持ちでない方は、別途教材費570円が初回講座時に必
要です。）
※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／ドイツの文化・歴史・風土などに興味のある方 
（ドイツ語の知識は不要です。）

■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見ら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／6/1、6/8、6/15、6/22（毎週水曜）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
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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

参加方法 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してください。）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。



対 面 形 式

ビ　ジ　ネ　ス　講　座

教　養　講　座

語　学　講　座

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

講座番号
311

火曜日
18：00〜19：30

（全12回）
中国語でおもてなし
〜中国語入門〜

講座番号
322

月曜日
10：15〜11：45

（全12回）
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、自然に話しましょう！〜

講座番号
321

講座番号
312

金曜日
10：15〜11：45

（全12回）

水曜日
12：30〜14：00

（全12回）

超初級！フランス語文法速習講座

旅行・ビジネス中級中国語会話
〜中国語と現代中国のABC〜

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

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　面接【動詞と時量】

第４回　電話を掛ける【呼び方】

第５回　ホームページの

　　　　　　アドレスと電子メール【開始＋動詞】

第６回　約束【全面否定・肯定】

第１回　綴り字の読み(1),être

第２回　綴り字の読み(2),avoir,否定,10までの数字

第３回　綴り字の読み(3),名詞の性数と不定冠詞

第４回　綴り字の読み(4),アルファベ, 部分冠詞,

　　　　定冠詞

第５回　形容詞

第６回　-er動詞

第７回　空港への出迎え【願望】

第８回　食事に招待する【比況表現】

第９回　町を見物する【軽量表現】

第10回　空港見送り【仮定表現】

第11回　ホテルの予約【起点、終点】

第12回　教室での中国旅行の実習

　　　　（受講者全員での寸劇）

第７回　好き嫌いを言う・疑問文

第８回　所有形容詞・家族について・

　　　　20までの数字

第９回　allerと冠詞の縮約形,疑問副詞

第10回　venirと冠詞の縮約形,疑問副詞

第11回　疑問代名詞

第12回　まとめ

■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／張暁琳（松山大学人文学部講師）
■開講日時／ 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、

6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、7/20、
7/27

　（毎週水曜）12：30 ～14：00（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1,880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

■講座概要／フランス語を始めてみたいけれど、
どうしたらいいの？と途方にくれてしまっている
方のためのフランス語入門講座です。フランス
語の全体像を理解するために、まずは初級文法

（フランス語検定５級合格レベル）の理解をめざ
します。「やりなおし」の方も受講可能ですが、
授業レベルはゼロの方にあわせます。

■講　　師／越智三起子（松山大学非常勤講師）

■開講日時／ 5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、
6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22、7/29

　（毎週金曜）10：15 ～11：45（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／ 12,000円（テキスト『マ・グラメー

ル(三訂版)』（三修社）をお持ちでない方は、別
途教材費2,400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・ゼロの
方のレベルにあわせられる方

■講座概要／フランス語の基礎文法を復習しなが
ら、様々な表現を学ぶことにより、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
く話せるようになることを目指します。また、フ
ランス語圏の文化や生活なども紹介します。

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

■開講日時／ 5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、
6/13、6/20、6/27、7/4、7/11、7/25、8/1

　（毎週月曜）※但し、7/18は除く
　10：15 ～11：45（全12回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／ 12,000円
■対　　象／初中級レベル（フランス語の基礎文

法を習ったことがある方）

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

講座番号
201

講座番号
301

金曜日
16：00〜17：30

（全12回）

木曜日
12：30〜14：00

（全10回）

金融理論とその応用としての株式投資
〜ファイナンスの基礎から応用まで〜

笑顔で英語をしゃべろう！
〜この表現、頂戴します〜 講
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第１回　青春時代の教訓
第２回　私の価値観
第３回　アクションを起こそう！
第４回　バーチャル・マッタリ・アフタヌーン・ティー
第５回　ＳＤＧｓとは？
第６回　ラーメンの秘密を語る
第７回　絶景を描写しよう！
第８回　憧れの人に近づこう！
第９回　John o’Groats って誰？
第10回　上を向いて歩こう
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第１回　金融理論の基礎

第２回　金融理論の応用

第３回　ファイナンス的発想法

第４回　株価データ収集とファンダメンタル分析

第５回　表計算の基礎

第６回　表計算の応用

第７回　データ分析の基礎

第８回　データ分析の応用

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　まとめと振り返り

■講座概要／本講座ではパソコンを使い、株式投資をアカデミックに分析しながら、データ分析にも引き
付け、丁寧に指導します。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
によって企業・株価データを入手します。その後は、Excel操作とデータ分析の作業を積み上げていきま
す。最後に投資のベストミックスとしてのポートフォリオを作成します。結果をご自身の資産運用の参考
にしていただければ幸いです。

■講　　師／松本直樹（松山大学経済学部教授）
■開講日時／5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22、7/29

■講座概要／久しぶりに、まとまった英文（200ワード程度）を音読してみませんか？そこから、新しいセ
ンテンスやダイアローグを作る練習をしましょう。自由に会話するのが難しい今だからこそ、きちんとし
た英語を思い出す良い機会です。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。

■講　　師／岡田奈知（松山大学非常勤講師）

 （毎週金曜）16：00～17：30（全12回）
■定　　員／20名　　　■受 講 料／12,000円
■対　　象／経済学の一分野としてのファイナンスとExcel操作の応用に関心がある方

■開講日時／5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、
6/16、6/23、6/30、7/7、7/14

 （毎週木曜）12：30～14：00（全10回）
■定　　員／15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
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■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／ 5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、
6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、
7/26

　（毎週火曜）18：00 ～ 19：30（全12回）
■定　　員／ 20名
■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／どなたでも受講可
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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

第１回　自己紹介と復習・
　　　　Présentations et révisions
第２回　場所を表す①（お店で物を探す）・
　　　　Localiser ① (aux Galeries Lafayette)
第３回　場所を表す②（道に迷う）・
　　　　Localiser ② (à la campagne)
第４回　持ち物を紛失する・Un objet perdu
第５回　電話で案内を聞く・
　　　　S’informer par téléphone

第６回　比較をする・Comparer
第７回　特徴を言う・Caractériser
第８回　条件を示す・Exprimer une condition
第９回　必要な物を言う・Parler d’un besoin
第10回　知り合いを紹介する・
　　　　Saluer et se présenter
第11回　失敗を謝る・Excuser et s’excuser
第12回　フランスのバカロレア入試・
　　　　Le baccalauréat

学び舎えひめ 対象講座 学び舎えひめ 対象講座

講座番号
103

木曜日
10：15〜11：45

（全5回）
ようこそ！イギリス詩の世界へ
〜イギリス詩の魅力に触れる〜

講座番号
104

月曜日
12：30〜14：00

（全8回）
自由を感じるための哲学
〜「考えること」への第一歩〜
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第１回　イギリス詩の世界へようこそ：「イギリスの
詩」ってどういうもの？

第２回　伝承された詩やナーサリー・ライム、身近な
ところにある詩

第３回　エリザベス朝の詩人：ウィリアム・シェイクスピア
第４回　ロマン派前期の詩人：ウィリアム・ワーズワス
第５回　ロマン派後期の詩人：ジョン・キーツ

第１回　「コロナ禍の今、見えるもの、考えること」
第２回　意味があるとか役に立つとか、
　　　　　　　意味がないとか役に立たないとか…
第３回　私とあなた―「何か違う」と思うこと
第４回　ネガティブな感情について

第５回　「私らしさ」ってどういうもの？
第６回　ポジティブな「責任転嫁」の可能性　
第７回　「おいしい食事」と「生きること」
第８回　「集うこと」の意義

■講座概要／「英語の詩なんて難しそう・・・」と思っ
ている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この
講座では、英語の詩の楽しみ方を解説したあと、16世
紀から19世紀までの代表的な詩人を取り上げます。そ
れぞれの詩人やその作品にまつわる映像や詩の朗読
も視聴し、イギリス詩を楽しみます。同時に、イギリス
の文化や歴史、当時の社会情勢にも目を向け、詩の読

解を深めていきます。
■講　　師／児玉富美惠（松山大学非常勤講師）
■開講日時／5/12、5/26、6/9、6/23、7/7
　（隔週木曜）10：15～11：45（全5回）
■定　　員／20名　　　■受 講 料／5,000円
■対　　象／イギリスの文学、文化、歴史に興味のある

方（すべての詩作品には日本語訳を併記します。）

■講座概要／コロナ禍において、私たちは多くの不自由に直
面しています。そのひとつが、他者と場を共にすることを避け
ざるをえないことでしょう。しかし、ひとりでいるからこそでき
ることもある―「考えること」です。各回テーマに沿い、多角度
からのアプローチに触れることによって、少なくとも心の中
での自由を手に入れてみませんか。

■講　　師／山本希（松山短期大学非常勤講師）
■開講日時／5/23、5/30、6/6、6/13、6/20、

6/27、7/4、7/11
　（毎週月曜）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



<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 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

座席の間隔を
あける 常時換気 検温 健康チェック

【ご自宅で事前に実施していただくこと】

開講にあたっての
対策について

学び舎えひめ 対象講座

講座番号
342

木曜日
12：30〜14：00

（全12回）
ドイツ語会話（初中級）
〜ドイツ語で話しましょう・Sprechen wir auf Deutsch!〜

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

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／5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、

6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、7/21、7/28

　（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）

薬　・　健　康　講　座
学び舎えひめ 対象講座

講座番号
401

金曜日
18：00〜19：30

（全4回）
健康維持に役立つはなし
〜健康長寿を目指して〜
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第１回　“理想の体重”から考える健康長寿の秘訣（澤本）

第２回　身の回りの化学物質と健康管理（長岡）

第３回　身近な薬との上手な付き合い方（中村）

第４回　コンピューター上で見る薬や生体分子の作用（畑）

■講座概要／健康の維持には、生活習慣病の発症につながる肥満の予防や、健康に影響を及ぼす環境中
の化学物質のヒトへの作用、また病院、薬局、ドラッグストアで入手する種々の薬との正しい付き合い方
を知っておくことが重要になります。本講座では、健康長寿の実現につながる話を様々な角度から紹介
します。

■講　　師／畑 晶之（松山大学薬学部准教授）　中村 承平（松山大学薬学部准教授）
　　　　　　澤本 篤志（松山大学薬学部講師）　長岡 憲次郎（松山大学薬学部講師）

■開講日時／5/13、5/20、5/27、6/3（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

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

講座番号
332

講座番号
351

講座番号
333

講座番号
352

月曜日
14：15〜15：45

（全12回）

月曜日
10：15〜11：45

（全12回）

水曜日
12：30〜14：00

（全12回）

火曜日
14：15〜15：45

（全12回）

初級韓国語２
〜初級の最後まで！〜

ゆっくり……スペイン語を勉強しましょう（初級）
〜場面ごとに使えるスペイン語〜

韓国語で読んで話そう
〜中級会話〜

スペイン語で6曲、6つの文法テーマ
〜そして…さらなる曲〜

■講座概要／韓国語の動詞を復習しながら、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。言語を勉強す
る時には、初級の文法を全部理解できなくても
一応最後まで諦めずに聞くことが重要です。進
めていくうちに前回理解できなかったことが分
かるようになります。それでは、韓国語で簡単
な会話が出来るようにどんどん行きましょう！

■講　　師／李幸宣（松山大学経済学部准教授）

■開講日時／ 5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、
6/13、6/20、6/27、7/4、7/11、7/25、8/1

　（毎週月曜）※但し、7/18は除く
　14：15 ～15：45（全12回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／ 12,000円（テキスト『三冊で終え

る韓国語1』をお持ちでない方は、別途教材費
2,300円が初回講座時に必要です。）

■対　　象／初級者向け（ハングルが読める方、
基本的な文法を理解していて挨拶程度の表現が
できる方）

■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／ María Inés Torrisi
　　　　　　（松山大学非常勤講師）

■開講日時／ 5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、
6/13、6/20、6/27、7/4、7/11、7/25、8/1

　（毎週月曜）※但し、7/18は除く
　10：15 ～11：45（全12回）
■定　　員／ 18名
■受 講 料／ 12,000円
■対　　象／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。

■講座概要／初級レベルの語彙と文法をもとに、
文語と口語の基本的な特性を区分して理解・使
用することができる。日常生活に関わる様々な
テーマを用いて自分の意見や感情を伝えること
ができる。よく使われる慣用句や代表的な韓国
文化に対する理解を深める。社会・文化的な内
容の文章を理解でき、使用できる。

■講　　師／金菊熙（松山大学人文学部教授）
■開講日時／ 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、 

6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、7/20、7/27

　（毎週水曜）12：30 ～14：00（全12回）
■定　　員／ 18名
■受 講 料／ 12,000円
■対　　象／ 1,500 ～ 2,000語程度の基礎的な

語彙と初級レベルの基本文法を学んでいる方
　・初級レベルの日常生活に関わる身近な話題の

内容を韓国語で理解、表現できる方
　・韓国の大衆文化及び社会分野の様々なテーマ

に興味があり、積極的に授業に参加できる方

■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／ 5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、
6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、
7/26

　（毎週火曜）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。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　自己紹介、動詞の復習
第２回　６課 무슨 계절을 좋아해요?どの季節が好きですか。
第３回　６課 무슨 계절을 좋아해요?どの季節が好きですか。
第４回　７課 불고기는 맛이 어때요?プルコギの味はどうですか。
第５回　７課 불고기는 맛이 어때요?プルコギの味はどうですか。
第６回　８課 같이 게임하러 갈까요?一緒にゲームセンターに行きましょうか。
第７回　８課 같이 게임하러 갈까요?一緒にゲームセンターに行きましょうか。
第８回　９課 할아버지는 고향에 계십니다. 祖父は故郷にいます。
第９回　９課 할아버지는 고향에 계십니다. 祖父は故郷にいます。
第10回　10課 경복궁으로 가려고 해요. 景福宮に行こうと思います。
第11回　10課 경복궁으로 가려고 해요. 景福宮に行こうと思います。
第12回　11課 제주도에 가 봤어요? チェジュ島に行ったことがありますか。

第１回　オリエンテーション　お名前は？

　　　　どこの出身？元気ですか？

第２回　職業、色、曜日　どんな町ですか？

第３回　いつも何をしますか？

第４回　何時ですか

第５回　何時に会いましょうか

第６回　これは私たちのアパートです

第７回　これは私たちのアパートです

第８回　今日の天気は？

第９回　今日の日本の天気

第10回　いくらですか？

第11回　いくらですか？

第12回　私の親友

第１回　자기 소개, 강좌 소개 自己紹介、本講座について

第２回　근황, 인물 묘사 近況について語る

第３回　초대, 승낙과 거절 人を招待する、承諾と拒絶

第４回　결심의 목적, 실천할 일 最近決心したことについて話す

第５回　감사의 이유, 감사 표현 感謝の気持ちを伝える

第６回　사건, 감정과 심리 経験したことについて話す

第７回　요리의 재료, 요리 방법 料理の作り方を語る

第８回　영화와 드라마, 인기의 이유 映画とドラマについて話す

第９回　옷과 액세서리, 패션 성향 ファッションについて話す

第10回　성격, 성향 自分や他人の性格について話す

第11回　한국어 공부에 대한 소감 感想を述べる

第12回　총정리 まとめ

※教材及びスケジュールは、受講者の人数やレベルに応じて変更及び初回以降決定していきます。

第１回　曲Canción １.文法：Cambiar動詞（規則動詞直説法現在形）
第２回　曲Canción ２.文法：今、何時ですか？
第３回　曲Canción ２.A.文法：gustar動詞と同じグループの他の動詞（encantar, doler）
第４回　曲Canción ３ 人間の体。痛い…（頭が痛い）
第５回　曲Canción ３.A. Poder動詞
第６回　曲Canción ４.文法：tener動詞,文化：踊り：フラメンコ、サルサ
第７回　曲Canción ５.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Canción ５.A.不規則動詞　現在形 
第９回　曲Canción ５.B.文化：ラテンアメリカ
第10回　曲Canción ６.文法：ser動詞
第11回　曲Canción ６.A.文法：ser動詞 歌いましょうか？
第12回　曲Canción ６.B.Gracias a.......



申 込 締 切 日

講座番号 講　　座　　名

ご住所

〒　　　　−

フリガナ
生年月日
（西暦）

　　　 年　　 月　　 日
お名前

ご連絡先

自宅電話番号（　　　　）　　　 −
職業（該当する番号に○をつけてください）

１．公務員　　２．会社員　　３．自営業

４．主婦　　　５．アルバイト・パート　　

６．契約社員（派遣・臨時含む）

７．学生　　　８．無職　　　９．その他
携帯電話番号　　　　−　　　　−

メールアドレス　※オンライン形式の講座をお申込みの方は必須

個人情報の
取扱いについて
お申込みにあたりお知
らせいただいた個人情
報につきましては、松
山大学にて厳重に管理
し、受講に関する連絡
等に利用いたします。そ
の他、松山大学コミュニ
ティ・カレッジからの講
座案内の発送や個人を
特定しない統計等の調
査を行うために利用す
ることもあります。あら
かじめご了承ください。

①下記の「受講申込書」に必要事項を記入してください。
②「受講申込書」を切取り線に沿って切取り、郵送してください。
　郵送先　〒790-8578　松山市文京町4番地2
　　　　　松山大学社会連携課「松山大学コミュニティ・カレッジ」係

①下記の「受講申込書」に必要事項を記入してください。
②「受講申込書」を切取り線に沿って切取り、FAXしてください。
　FAX番号　089-926-8244

郵送での
申込み

FAXでの
申込み

ＨＰでの
申込み

2022（令和４）年 ４月18日（月） 正午必着

1.受講申込

2.受講可否のお知らせ
受講申込者数が定員を上回った場合は、抽選となります。受講の可否については締め切り
後、申込者全員に対してお知らせします。また、受講を許可された方には、あわせて受講の
ご案内をいたします。
なお、申込者が一定数に達しない場合および事情により開講できなくなった場合には、
申込者に通知いたします。

　　　　　　　　　　　　のマークは愛媛県生涯学習センター「学び舎
えひめ悠々大学」対象講座です。

松山大学コミュニティ・カレッジ 2022春期受講申込書（FAX・郵送共通）

松山大学ホームページ
https：//www.matsuyama-u.ac.jp/
または 松山大学コミュニティカレッジ2022

・受講は受講を認められたご本人のみ可とします。受講
の権利を第三者へ貸与・譲渡することはできません。

・講師や他の受講生に迷惑のかかるような行為があった
場合には、受講をお断りする場合があります。

受講上の注意

・講師の都合や悪天候などにより、やむを得ず休講する
ことがあります。この場合は、原則別の日に補講を行
います。

休講について

・通学にあたっては、できるだけ公共交通機関をご利用
ください。

・自転車やバイクをご利用の方は、所定の場所に駐輪し
てください。

・自動車での通学を希望する場合は、受講許可の通知時
に詳細をご案内します。

通学の交通手段について

・開講前に受講をキャンセルする場合は、必ず早めにご
連絡ください。

受講のキャンセルについて

‐受講にあたって‐

切取り線（FAX送信用・郵送用）

検索

3.受講料納付
・表示の受講料金は、全て税込みです。
・受講許可となった方には、受講料振込用紙を送付いたします。必ず所定の振込用紙で

納入期限内に受講料をお振込みください。
・入金後にご本人の都合によりキャンセルされる場合は、受講料・教材費の返金はい

たしません。

お申込み方法

学び舎えひめ 対象講座

スマートフォンの方は
こちらへ


