
2022年度2022年度
松山大学コミュニティ・カレッジ松山大学コミュニティ・カレッジ
秋期講座のご案内秋期講座のご案内

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

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年度秋期講座も、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7,150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
105

講座番号
107

講座番号
106

講座番号
108

火曜日
12：30〜14：00

（全4回）

木曜日
14：15〜15：45

（全5回）

金曜日
10：15〜11：45

（全5回）

月曜日
12：30〜14：00

（全8回）

日本で暮らす外国人の現状と
「やさしい日本語」

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 Part 2 〜

グリム家の食卓
〜ドイツの食文化の昔と今〜

村上春樹で哲学を読む
〜物語から哲学へ〜

講座番号
306

水曜日
16：00〜17：30

（全12回）
Let's Talk 講座番号

343
月曜日

12：30〜14：00
（全10回）

ドイツ語を始めよう！
〜楽しく学ぶドイツ語の初歩〜
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第１回　Introduction Lesson

第２回　Colors

第３回　Annoying Things

第４回　What would you do...?

第５回　Education

第６回　Capital Punishment

第７回　Health

第８回　Animals and Pets

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　ご出身はどちらですか？
第５回　日本の方ですか？

第９回　Memory

第10回　Do you wish...?

第11回　The Unexplained

第12回　Conclusion

第６回　のどが渇いておいでですか？
第７回　喫茶店に行きましょう！
第８回　今日は映画を見に行きます。
第９回　明日は６時に起きます。
第10回　列車でミュンヒェンへ向かいます。

■講座概要／ In this course you will learn to  
g ive opinions, bui ld vocabulary, and 
improve your speaking fluency.

■講　　師／ Tzehaie Ogbamichael
　　　　　　（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

（毎週水曜）　※但し、11/23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.

■講座概要／日本で暮らす外国人が増える中、防災、
医療、教育などさまざまな現場で「やさしい日本語＝
わかりやすいよう言い換えた日本語」が推進されて
います。この講座では、在住外国人の現状や「やさし
い日本語」の必要性、言い換え方などを学び、外国人
と日本人、共に住みやすい町づくりのためのコミュニ
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／10/4、10/11、10/18、10/25

 （毎週火曜）12：30～14：00（全4回）
■定　　員／20名
■受 講 料／4,000円
■対　　象／どなたでも受講可

■講座概要／「英語の詩ってどういうものだろう」
と思っている方は多い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／9/29、10/13、10/27、11/10、11/24
 （隔週木曜）14：15～15：45（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。）春期講座を受講していない方も受講には
全く差し支えありません。お気軽にご参加くだ 
さい。

■講座概要／『赤ずきん』『ヘンゼルとグレーテル』
……。グリム兄弟の集めた昔話は、どなたもご存じです
ね。ではグリム家の食卓に並んでいた料理については、
いかがでしょう。この講座ではドイツの家庭料理のレ
シピについて解説します。レシピを通じて、グリム兄弟
の食べていた料理、そしてドイツの食文化に触れてみま
せんか。（※調理実習は伴いません。）

■講　　師／田淵 昌太（松山大学非常勤講師）
■開講日時／9/30、10/14、10/28、11/11、11/25

 （隔週金曜）10：15～11：45（全5回）
■定　　員／30名
■受 講 料／5,000円
■対　　象／グリム童話やドイツの食文化に興味

のある方（ドイツ語の知識は不要です。）

■講座概要／哲学は難しい、というイメージがあ
るのではないでしょうか。けれどもそんなことは
ありません。誰だって何からだって、哲学への途
は拓かれています。村上春樹の作品やキーワー
ドから思索の種を見つけ、一緒に考えてみません
か。「村上春樹」を読み解く訳ではありませんの
で、事前準備知識等は必要ありません。

■講　　師／山本 希（松山短期大学非常勤講師）

■開講日時／10/24、10/31、11/7、11/14、11/28、
12/5、12/12、12/19

 （毎週月曜）※但し、11/21は除く
　12：30～14：00（全8回）
■定　　員／20名
■受 講 料／8,000円
■対　　象／テーマに興味がある方ならどなたで

も
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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

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？―ナーサリー・ライムを鑑賞しながら―
第２回　エリザベス朝の詩人：ウィリアム・シェイクスピア、ジョン・ミルトン
第３回　ロマン派の詩人：パーシー・ビッシュ・シェリー
第４回　ロマン派の詩人：ジョン・キーツ
第５回　ヴィクトリア朝の詩人：ロバート・ブラウニング、クリスティーナ・ロセッティ、ウィリアム・モリスほか

第１回　ドイツ各地の家庭料理
第２回　じゃがいもの歴史
第３回　ドイツの農家の朝ごはん
第４回　グリム童話に見られる料理
第５回　グリム家の食卓

第１回　「消えてしまう」、あるいは「死」について―『ノルウェイの森』

第２回　「もうひとりの私」を探す―『ダンス・ダンス・ダンス』

第３回　  私のうちなる、私の理解を超えた「図書館」―『海辺のカフカ』

第４回　「最後の食事」―『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』

第５回　「私の」仕事について―『走ることについて語るときに僕の語ること』

第６回　「話を聴くこと」―『アンダーグラウンド』

第７回　  旅、「未知なるもの」について―『辺境・近境』

第８回　「少女であること、少年であること」―『国境の南、太陽の西』

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。

学び舎えひめ 対象講座

講座番号
109

木曜日
12：30〜14：00

（全12回）
韓国語で語る韓国文化
〜한국어로 한국 문화에 대해 배워 볼까요?〜

■講座概要／韓国の文化や歴史についての基礎教養を学んで、その学んだことを韓国語で質疑応答した
り、感想をお互いに交換したりする講義です。授業は、まず、できるだけ易しい単語を使った文（テキス
ト）や動画を通じて韓国文化を学び、その文化にかかわる話をするという方式で行います。

■講　　師／李 幸宣（松山大学経済学部准教授）
■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

（毎週木曜）※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
■対　　象／韓国語中級以上の方で韓国語を通じて韓国文化を習いたい方
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第１回　韓国の全般的な概要　한국의 전반적 개요

第２回　韓国の季節、名節、休日 한국의 계절, 명절, 휴일

第３回　韓国の歴史：神話から学ぶ韓国の始まり 신화로 배우는 한국의 역사

第４回　韓国の衣文化―韓服 한국의 의생활 -한복

第５回　韓国の食文化 (video授業)　한국의 식생활

第６回　韓国の住文化 (video授業)　한국의 주생활

第７回　韓国の（伝統的な）スポーツ(video授業)　한국의 (전통적) 스포츠

第８回　韓国の映画、ドラマ、歌（歌を歌ってみましょう） 한국의 노래를 배워 봅시다!
第９回　韓国人の余暇の過ごし方　한국인의 여가 생활

第10回　韓国の結婚文化　한국의 결혼 문화

第11回　韓国の観光地１(video授業)　한국의 관광지 １
第12回　韓国の観光地２(video授業)　한국의 관광지 ２

■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／ 9/26、10/3、10/17、10/24、

10/31、11/7、11/14、11/28、12/5、12/12

　（毎週月曜）※但し、10/10・11/21は除く
　12：30 ～14：00（全10回）
■定　　員／ 20名
■受 講 料／ 10,000円（教科書の購入は不要です。

授業時には、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。



対 面 形 式
ビ　ジ　ネ　ス　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
313

火曜日
18：00〜19：30

（全12回）
中国語でおもてなし２
〜中国語入門（後編）〜

講座番号
324

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
323

講座番号
314

金曜日
10：15〜11：45

（全12回）

水曜日
12：30〜14：00

（全12回）

フランス語文法やりなおし講座
〜フランス語検定にチャレンジ！〜

旅行・ビジネス中級中国語会話
〜中国語と現代中国のABC〜
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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　税関で【結果補語１】

第４回　タクシーに乗る【距離表現】

第５回　チェックイン【受身主語文】　

第６回　道をたずねる【連鎖表現】

第１回　動詞の現在形・代名動詞

第２回　prendreとfaire, 冠詞の復習

第３回　中性代名詞

第４回　直接目的補語と間接目的補語

第５回　命令形・強勢形

第６回　さまざまな時制の動詞

第７回　両替【等分表現】   

第８回　レストランで食事する【結果補語２】

第９回　サンプルを送る【比較表現】

第10回　列車の乗車券を買う【強調表現】

第11回　おみやげを買う【疑問詞の非疑問用法】　

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　フランス語検定模擬問題（語順）

第８回　複合過去

第９回　半過去

第10回　比較級と指示代名詞

第11回　単純未来と条件法

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／ 9/28、10/5、10/12、10/19、

10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、
12/14、12/21

　（毎週水曜）※但し、11/23は除く
　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／フランス語検定３・４級合格レベル
の文法やりなおし講座です。一人で勉強してい
てつまずいてしまった方、検定にチャレンジして
みたいけどどうしたらいいの？と途方にくれてし
まっている方に最適の講座です。春期の「文法
速習講座」を受けられた方は続けて受講可能で
す。質問タイムを活用してさらなるレベルアップ
を！

■講　　師／越智 三起子（松山大学非常勤講師）

■開講日時／ 9/30、10/7、10/14、10/21、
10/28、11/4、11/11、11/25、12/2、12/9、
12/16、12/23

　（毎週金曜）※但し、11/18は除く
　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／初級（フランス語学習歴15時間以上）

■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／ 9/26、10/3、10/17、10/24、
10/31、11/7、11/14、11/28、12/5、
12/12、12/19、12/26

　（毎週月曜）※但し、10/10・11/21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 学び舎えひめ 対象講座

講座番号
202

講座番号
304

講座番号
305

木曜日
18：00〜19：30

（全9回）

木曜日
12：30〜14：00

（全8回）

木曜日
10：15〜11：45

（全12回）

グローバル経済とビジネス・くらし
〜国際経済の基礎からウクライナ危機まで〜

笑顔で英語をしゃべろう！
〜Back to Basics 基本に戻ろう〜

英語学習と発音矯正
〜自然な発音に焦点を当てた英語学習に参加してみませんか？〜
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第１回　グローバル化の奔流と３０年目の転機
第２回　移民大国はどう成立したか、日本の将来は
第３回　モノ・サービス貿易の垣根と私たちの生活
第４回　金融のグローバル化と為替相場の決まり方
第５回　情報のグローバル化と巨大IT企業の光と影

第６回　企業の国際展開と先頭走る自動車産業の今
第７回　通貨・市場の統合に挑む欧州と産業再編の波
第８回　コロナ禍が変えたグローバル経済と仕事・くらし
第９回　ウクライナ危機でグローバル経済の行方は

■講座概要／冷戦終結後の30年あまり進展してきた経済のグローバル化が初めての大きな転機に差し掛
かっています。ヒト・モノ、金融・情報のグローバル化はビジネスや私たちの生活をどう変えてきたのか。
国際経済論の基礎を平易に解説するとともに、コロナ禍やウクライナ危機で新たに生じつつある変化
を読み解きます。

■講　　師／片山 哲哉（松山短期大学非常勤講師）

■講座概要／新しい日常の中で、何を、どの順番
に話すのか？相手の話を引き出すために、どん
な質問をしたらよいのか？会話のキャッチボー
ルをする方法を一緒に考えていきましょう。基
本に戻って、シンプルな英語を元気よくしゃべ
る練習をしましょう。顔をあげて、口角を上げて！
笑顔でお越しください。

■講　　師／岡田 奈知（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 10/6、10/13、10/20、10/27、

11/10、11/17、11/24、12/8
　（毎週木曜）※但し、11/3・12/1は除く
　12：30 ～14：00（全8回）
■定　　員／ 15名
■受 講 料／ 8,000円
■対　　象／初級の方。基本的な文法がわかり、

英語でおしゃべりする意欲のある方。

■講座概要／いろいろなジャンルの英語の文章を
通して、読む・書く・聞く・話す、の４技能を楽
しく身に着けるための活動をします。また、そ
の活動を通して普段の授業ではあまり扱わな
い、自然な発音を気軽に身に着けるための発
音練習も行います。ちょっとしたコツで自然な
発音が身につく楽しい講座に参加してみません
か？

■講　　師／河野 極（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 9/22、9/29、10/6、10/13、

10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、
12/8、12/15、12/22

　（毎週木曜）※但し、11/3・12/1は除く
　10：15 ～11：45 (全12回）
■定　　員／ 12名
■受 講 料／ 12,000円
■対　　象／初級から中級程度の方ならどなたで

も受講いただけます。

■開講日時／ 9/22、9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24
　（毎週木曜）※但し、11/3は除く　18：00 ～19：30（全9回）
■定　　員／ 20名　　　■受 講 料／ 9,000円
■対　　象／テーマに興味がある方ならどなたでも

講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

■講座概要／前期に引き続き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４級レベル）を身につけるこ
とを目的としています。初級レベルの講座です
が、一通りの発音、自己紹介ができる程度の単
語やフレーズを知っていることが前提です。

■講　　師／宮田 さつき（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、11/22、
11/29、12/6、12/13

　（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／発音、自己紹介などを習得済みの
方・レベル：中国語初級レベル
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第１回　オリエンテーション・前期の復習

第２回　旅行で来たのですか？

第３回　もちろん登ってみたいです

第４回　道に迷いましたか？

第５回　まず券売機で食券を買います

第６回　ビールを一本注文しました

第１回　英会話のためのゴールデンルールとは？

第２回　私の半生を30秒で語る。

第３回　「ステキ！」を探そう。

第４回　私の日常を30秒で語る。

第１回　Let‘s get to know each other!

第２回　New Types of Household Devices

第３回　Fuel from Waste

第４回　Taking Health Supplements

第５回　New Uses for Old Schools

第６回　Reducing Food Waste

第７回　中国語がお上手ですね

第８回　私の財布が無くなりました

第９回　道中ご無事で！

第10回　エピローグ

第11回　中国文化紹介

第12回　まとめ・復習

第５回　私が好きなモノ・好きなコトを全部言おう。

第６回　明日の天気から、地球の未来を占う。

第７回　描写スキルをアップさせよう。

第８回　友達の輪を広げよう！

第７回　Helping Small Towns   

第８回　Farming in Cities

第９回　Unusual Pets

第10回　Fish Shortages

第11回　Services for Foreigners

第12回　Emergency Medical Services

第１回　挨拶や自己紹介する・Saluer et se présenter
第２回　謝る・許す・Excuser et s’excuser
第３回　電話を掛ける①（友達同士で）・Téléphoner (1) : Avec un ami
第４回　電話を掛ける②（仕事で）・Téléphoner (2) : Dans une entreprise
第５回　指示する①（スポーツジムで）・Donner des instructions (1) : Au club de gym
第６回　指示する②（公園で）・Donner des instructions (2) : Dans un jardin public
第７回　否定する・Nier
第８回　招待する・承諾する・断る①（隣人同士で）・Inviter, accepter, refuser (1) : entre voisins
第９回　招待する・承諾する・断る②（職場で）・Inviter, accepter, refuser (2) : au travail
第10回　誰かに何かをお願いする・Demander à quelqu’un de faire quelque chose
第11回　誘う・Proposer
第12回　復習・Révisions



<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

薬　・　健　康　講　座
学び舎えひめ 対象講座

講座番号
403

金曜日
18：00〜19：30

（全4回）
からだと薬についてのちょっとした話
〜身の回りの生物学的・化学的雑学のススメ〜
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第１回　ホルモンがからだを支配する？！（小林）

第２回　身の回りの病原細菌との付き合い方（関谷）

第３回　味覚の化学（西條）

第４回　人体にやさしいポリマー（山内）

■講座概要／わたしたちがよく耳にする“ホルモン”、“感染症”、日々感じている“味”について、身近なようで
意外によく理解していない生物学的な知識、人工的に作られた食品添加物やポリマーなど普段の生活
に深く密着している物質の化学的な知識について４人の講師がそれぞれ話します。

■講　　師／小林 三和子（松山大学薬学部准教授）　西條 亮介（松山大学薬学部准教授）
　　　　　　山内 行玄（松山大学薬学部准教授）　　関谷 洋志（松山大学薬学部講師）
■開講日時／10/28、11/11、11/25、12/9（隔週金曜）18：00～19：30（全4回）

■定　　員／30名
■受 講 料／4,000円
■対　　象／高校生以上ならどなたでも受講可

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

学び舎えひめ 対象講座

学び舎えひめ 対象講座

講座番号
354

講座番号
334

講座番号
336

講座番号
353

講座番号
335

講座番号
344

火曜日
14：15〜15：45

（全12回）

金曜日
12：30〜14：00

（全7回）

水曜日
10：15〜11：45

（全11回）

月曜日
10：15〜11：45

（全12回）

水曜日
12：30〜14：00

（全12回）

木曜日
12：30〜14：00

（全12回）

スペイン語会話（初中級）
〜過去、歌の中の過去、現在、未来〜

韓国語を始めよう！
〜ゼロからスタート！韓国語入門〜

韓国語会話（中級）
〜文化理解とコミュニケーション〜

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

初級韓国語２
〜中級を目指す당신（タンシン）へ〜

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

■講座概要／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。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。初級者
から中級者向け、受講者のレベルに合わせて課題を
準備します。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／ 9/27、10/4、10/11、10/18、

10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、
11/29、12/6、12/13

　（毎週火曜）14：15 ～15：45（全12回）
■定　　員／ 20名　　 ■受 講 料／ 12,000円
■対　　象／初級者から中級者向け

■講座概要／「韓国語に興味はあるけど、何から
始めればいいかわからない。」という方のための
入門講座です。最初から最後まで、ハングルと
いう文字をきちんと身につけられるようにしま
す。韓国ドラマ、映画、K−POPに興味のある方、
まずは、ハングルから始めましょう。

■講　　師／崔 允楨（松山大学非常勤講師）

■開講日時／ 9/30、10/7、10/14、10/21、
10/28、11/4、11/11

　（毎週金曜）12：30 ～14：00（全7回）
■定　　員／ 16名
■受 講 料／ 7,000円
■対　　象／韓国語学習歴ゼロの方、独学でハン

グルを勉強したけど発音に自信がない方

■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／ 10/5、10/12、10/19、10/26、

11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、

12/21
　（毎週水曜）※但し、11/23は除く
　10：15 ～11：45（全11回）
■定　　員／ 25名
■受 講 料／ 11,000円（『テーマで読む韓国語（中

級）』（駿河台出版社）をお持ちでない方は、別
途教材費2,200円が初回講座時に必要です。）

■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／ 9/26、10/3、10/17、10/24、

10/31、11/7、11/14、11/28、12/5、
12/12、12/19、12/26

　（毎週月曜）※但し、10/10・11/21は除く　
10：15 ～11：45（全12回）

■定　　員／ 20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。

■講座概要／中級クラスを目指すために、入門・
初級で学習した内容を復習し、より正確に文法
や語彙を習得するためのクラスです。各課のテー
マに沿って初級文法の要点を復習しながら、会
話練習を行います。中級へのステップアップは
もちろん、韓国旅行や推し活のために、韓国語
のレベルアップを図りましょう！

■講　　師／谷﨑 美津子（松山大学非常勤講師）
■開講日時／ 9/28、10/5、10/12、10/19、

10/28、 11/2、11/9、11/16、 11/30、 12/7、 
12/14、 12/21

　（毎週水曜）※但し、10/28だけ金曜日開講　
11/23は除く　12：30 ～14：00（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／ハングルが書けて読める方

■講座概要／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／ 9/22、9/29、10/6、10/13、

10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、
12/8、12/15、12/22

　（毎週木曜）※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
■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）
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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？ )
第２回　毎日7時に起きます　Todos los días me levanto a las 7.再帰動詞
第３回　何を着るの？　¿Qué me pongo?.再帰動詞
第４回　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
第５回　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
第６回　夏休みに何をしましたか？　¿Qué has hecho en vacaciones de Verano?.現在完了形
第７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
第８回　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
第９回　次の日曜にランブラへ行こう　Iremos a　Las Ramblas el domingo próximo  未来形
第10回　今、何をしていますか？　¿Qué estás haciendo ahora?現在分詞
第11回　彼は何を言っているの？　¿Qué está diciendo? 現在分詞
第12回　まとめ　 Practica general

第１回　ハングルの文字と発音①―母音①

第２回　ハングルの文字と発音②―子音①

第３回　ハングルの文字と発音③―子音②

第４回　ハングルの文字と発音④―母音②

第５回　ハングルの文字と発音⑤―パッチム

第６回　日本語のハングル表記　ハングルのキーボードの使い方

第７回　発音の変化

第１回　第１課　사토 하나라고 합니다  佐藤ハナと申します
第２回　第２課　한국어 기초사전   韓国語基本辞書
第３回　第３課　어떤 집에 살고 싶으세요?  私が夢見る家
第４回　第４課　오늘 하루도 수고했어  今日一日も頑張れ
第５回　第５課　수업 첫날  授業初日
第６回　第６課　저희 가족 사진이에요  私の家族の写真です

第７回　第７課　시장과 인터넷쇼핑  市場とインターネットショッピング
第８回　第８課　내가 좋아하는 곳  私の好きなところ
第９回　第９課　운이 나쁜 하루 運が悪い日
第10回　第10課　가장 친한 친구 大親友
第11回　第11課　Q＆A 유학생의 고민에 답합니다  Q＆A　留学生の悩みに答えます

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）

第１回　自己紹介、動詞の復習

第２回　７課 불고기는 맛이 어때요? プルコギの味はどうですか①

第３回　７課 불고기는 맛이 어때요? プルコギの味はどうですか②

第４回　８課 같이 게임하러 갈까요? 一緒にゲームセンターに行きましょうか①

第５回　８課 같이 게임하러 갈까요? 一緒にゲームセンターに行きましょうか②

第６回　９課 할아버지는 고향에 계십니다. 祖父は故郷にいます①

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　９課 할아버지는 고향에 계십니다. 祖父は故郷にいます②   

第８回　10課 경복궁으로 가려고 해요. 景福宮に行こうと思います①

第９回　10課 경복궁으로 가려고 해요. 景福宮に行こうと思います②

第10回　11課 제주도에 가 봤어요? チェジュ島に行ったことがありますか①

第11回　11課 제주도에 가 봤어요? チェジュ島に行ったことがありますか②

第12回　12課 열이 나고 목이 부었어요. 熱が出て喉が腫れました。

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



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 ８月30日（火） 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秋期受講申込書（郵送・FAX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（郵送用・FAX送信用）

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


