




　各講座の案内欄に記載しています（消費税を含みます）。講座によってはテキスト代が別途必要になります。 

なお、既受講生と南山学園卒業生は所定の受講料の10%の割引、南山学園在学生・教職員について

は30%の割引が適用されます。ただし、提携講座は割引制度の対象とはなりません。 

　パンフレット巻末の「受講申込書」（郵便ハガキ利用、FAX利用）、または受講申込Webページをご

利用ください。原則として、受講料要納入対象者の決定方法は、受講申込順（先着順）で、各講座の定

員に達し次第、受講申込受付を終了します。 

　ただし、受講申込期間開始時における受講申込Webページの利用およびFAXの送受信の混雑緩和

を図るため、受講申込期間開始後3時間（2016年7月20日（水）9時～12時）までに受講申込者数

が定員を超過する講座に限り、その時間内に申込を受付けた受講申込者の中から抽選で、受講料要納

入対象者（当選者）を決定します。 

　なお、同一人物が同一講座に対して、申込方法を問わず複数の受講申込をしていることが判明した

場合は、申込者に連絡すること無く、全ての申込みを無効とします。また、抽選結果については、「受講

申込受付通知」にてお知らせしますので、電話等による個別の問合せについては回答しません。 

2016年10月1日（土）～2017年1月28日（土）（補講日を含む） 
※一部 開講期間が異なる講座があります。また、この期間以外に補講日を設けることがあります。 

詳しくは各講座案内を確認してください。 

受 講 料

申込方法

開講期間

受講希望者が規定の人数に満たない場合や、担当講師の緊急の都合により、講座の開講を中止（閉講）するこ

とがあります。この場合は、該当者に文書または電話で9月9日（金）頃に連絡します。 

講座開講を中止した場合、納入された受講料は全額返還します。 

そ の 他

講座の中止について

　講座の受講にあたって、自家用車による通学は禁止です。公共交通機関をご利用ください。ただし、身体・

健康上の理由等やむを得ない事情により、どうしても自動車通学を必要とする場合は、事情を考慮して学内の駐

車を許可することがあります。詳しくは9ページに記載する「公共交通機関をご利用ください」をご覧ください。 

公共交通機関利用について

申し込みのあった講座の変更は原則としてできません。ただし、やむを得ない事情によって講座の変更を希望

する場合は、当該講座の開講2日前までに申し出てください。変更希望先の講座が定員に達していない場合に限

り変更を認めることがあります。 

なお、語学系の講座でレベルが合わず講座の変更を希望される場合については、P.9のQ3をご参照ください。 

講座の変更について

(1) 「受講申込受付通知」を受け取った後にキャンセルをする場合は、速やかにご連絡ください。  

(2) 一度申し込んだ講座はキャンセルの連絡をいただかない限りキャンセルとはなりません。１回も講座に出席され

なくても、キャンセルの連絡がない場合は、受講料を請求させていただく（または返還しない）ことがあります。  

(3) いったん納入された受講料は返還できません。ただし、やむを得ない事情により、当該講座の開講前日までに

受講辞退の連絡があった場合に限り、当該受講料を返還します。なお、この場合、返還時の振込手数料はご負

担いただきます。

受講のキャンセルについて

南山大学（名古屋キャンパス）※一部の講座を除く 

義務教育（中学校）卒業以上の方なら、学歴・年齢・性別・職業・国籍は問いません｡ 

各講座案内の定員欄に記載してあります。 

2016年7月20日（水）9：00～ 9月5日（月）17：00必着

開講場所

受講資格

募集人数

申込期間

募 集 要 項 Guidelines for Registration
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受講申込等に係る注意事項
●受講申込期間外に届いたハガキまたはFAXによる申込について

P.43の「受講申込における注意事項」の記載の通り、受講申込期間外に南山エクステンション・カレッジ事務室

に届いたハガキまたはFAXの「受講申込書」は、一切受付けません。 

 

●受講申込期間開始時における受講料要納入対象者の決定方法について

P.2の「申込方法」の記載の通り、受講申込期間開始後3時間（2016年7月20日（水）9時～12時）までに受

講申込者数が定員を超過する講座に限り、その時間内に申込を受付けた受講申込者の中から抽選で、受講料要納

入対象者（当選者）を決定します。 

※上記決定方法は、2015年度秋期に新設しました。2016年度秋期も継続します。 

 

●受講申込に係るキャンセル待ち制度について

受講辞退者が発生した場合、その時点の当該講座のキャンセル待ち希望者の中から抽選で、受講料要納入対象

者（当選者）を決定します。キャンセル待ち制度の詳細は、P.3の「キャンセル待ち制度について」をご参照くださ

い。 

※上記キャンセル待ち制度は、2015年度秋期に新設しました。2016年度秋期も継続します。 

 

●パンフレットに記載の講師の所属や身分について

講師の所属や身分は、パンフレットの作成・配布時期の都合上、開講時には変更となっている場合があります。 

 

※南山エクステンション・カレッジ事務室開室曜日および時間

●講座期間中　　月・火・木・土　9:00～17:00　　水・金　9:00～20:00　　日・祝日は閉室 
●講座期間外　　月～金　　　 9:00～17:00　　土・日・祝日は閉室 

●8月6日（土）～8月21日（日）は夏期事務休暇期間中により閉室 

受講申込者数が定員を超過した講座は、受講申込受付を終了しますが、その後に受講辞退者が発生した場合、

定員を充足しないため、2015年度秋期より受講申込に係るキャンセル待ち制度を新設しました。受講辞退者が

発生した場合、その時点の当該講座のキャンセル待ち希望者の中から抽選で、受講料要納入対象者（当選者）を決

定します。受講料要納入対象者（当選者）へは、南山エクステンション・カレッジ事務室から電話等で連絡しますが、

最初の連絡から一定期間内（事務休業日を除いた3日間程度）に受講希望に係る意思確認が出来なければ、次の

抽選となります。 

キャンセル待ち制度について

1． 南山エクステンション・カレッジのWebページに、受講申込受付終了講座を掲載します。Webページの閲覧が

出来ない方については、電話等でお問合せください。 

2．  キャンセル待ちの申込期間は、2016年7月27日（水）9：00～9月5日（月）17：00です。 

3. キャンセル待ちの希望者は、ハガキ、FAX、電子メイル（宛先 extension-s@nanzan-u.ac.jp）のいずれかの

方法で、下記の①～⑮の情報を南山エクステンション・カレッジ事務室宛てにお知らせください。なお、ハガキ、

FAXで申込の場合は、紙面に「公開講座キャンセル待ち希望」と明記してください。電子メイルの場合、件名

を「公開講座キャンセル待ち希望」としてください。 

①キャンセル待ちを希望する「講座番号」および「講座名」 

②氏名 フリガナ 

③生年月日 

④性別 

⑤郵便番号 

⑥住所 

⑦電話番号（自宅／携帯電話） 

⑧FAX（無ければ、記載不要） 

⑨メイルアドレス（無ければ、記載不要） 

⑩職業 

⑪既受講生の場合、個人番号（無ければ、記載不要） 

⑫南山学園卒業生の場合、学校名および卒業年度（該当しない場合は、記載不要） 

⑬南山学園在学生の場合、学校名および学籍番号（該当しない場合は、記載不要） 

⑭南山学園教職員の場合、所属名（該当しない場合は、記載不要） 

⑮駐車許可申請書送付希望　有・無 

 

※なお、キャンセル待ちの申込が無効となる場合は、以下の通りです。下記の申込があった場合は、申込者に連絡

することなく、無効にします。 

・受講申込受付中の講座に対して、キャンセル待ちの申込があった場合。 

・キャンセル待ちの申込期間外に申込があった場合。 

・同一人物が同一講座に対して、複数のキャンセル待ちの申込をしていることが判明した場合。この場合、全て

のキャンセル待ちの申込は無効となります。 

【キャンセル待ちの申込方法】
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1. 受講申込の手順
＊電話による受付はいたしません。 
 

①「受講申込受付通知」を受け取った後、キャンセルする場合は早急にご連絡ください。 
②  一度申込んだ講座は、事務室へご連絡いただかない限りキャンセルとはなりません。 

1回も出席されなくてもキャンセルの連絡がない場合は、受講料を請求させていただく場合があります。 
③ いったん納入された受講料は返還できません。ただしやむを得ない事情（転勤・病気等）で開講前日までに

ご連絡があった場合に限り、返還します（返還時の振込手数料は負担していただきます）。 

〈受講キャンセルについて〉

受講申込

〈テキストの購入〉

「受講申込受付通知」
送　付

開 講 日

受講料の振込
 〈一週間以内に〉

  
① 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
②  
 
 
③ 
 
  
① 
  
②  
③ 
  
① 
  
 
   
 
 
 

② 

 

 

① 
② 
③ 

1

受講手続のご案内
Directions for Registration

 1　受　講　申　込
パンフレット添付の受講申込書（　郵便ハガキ利用申込、　FAX利用申込のいずれか）に、必要
事項をご記入のうえお送りください。または、　受講申込Webページ（http://office.nanzan-
u.ac.jp/EXTENSION/）をご利用ください。 
（個人情報の取扱について） 
　南山エクステンション・カレッジでは、受講申込時に「受講申込書」の必要事項を記入
いただいております。皆様から頂戴したこれらの情報は厳重に管理し、講座の運営に利
用いたします。
　抹消等の依頼に対しては、遅滞なく申告者の全ての個人情報を削除します。これらの取
扱にご理解いただき、「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、受講申込をしてくだ
さい。 

一度に3講座まで申込みできますが、同一日同一時間帯に重複する講座は受付できませ
ん。重複した場合には、コンピュ－タ処理上、どの講座も登録することができません
ので、開講時間をよくご確認ください。 
受付後の講座変更がないよう、事前によく検討してお申込みください。  

 2　「受講申込受付通知」送付
受講申込書を受取り次第、南山エクステンション・カレッジ事務室（以下、事務室と
いう）から、「受講申込受付通知」をお送りします。 
受講不可の講座については、定員超過、重複申込等、その旨を理由欄に記載します。 
「受講申込受付通知」の金額欄に払込金額を記載してある講座が受講可能な講座です。 

 3　受 講 料 の 払 込
「受講申込受付通知」を受領後、1週間以内に、通知に記載されている受講料を下記の
銀行口座に振込んでください。 

銀　行：三菱東京UFJ銀行 八事支店（普通預金）No.1690483
口座名義：学校法人南山学園   南山大学 理事長　ハンス ユーゲン・マルクス　
（注）①振込手数料はご負担ください。 

②銀行振込の際、氏名の前に「個人番号」をご記入ください。例：110001  ナンザン  タロウ 

入金を確認後、「受講証」を2016年9月14日（水）頃に発送します。 
9月23日（金）を過ぎても「受講証」が届かない場合は、ご連絡ください。 
講座出席時には「受講証」を携帯してください。 
 

 4　開講日に来学してください
P.7～P.8をよく読んで、各講座の開講日に直接教室へおいでください。 
講座ごとに、開講日・時間・回数は異なります。お間違いのないように、ご確認ください。 
テキストを指定された講座は、各自テキストを購入してください。 

2016年度秋期 講座一覧

水
　
曜
　
日

時 間 講座 
No. 講   座   名 講  師  名

13:30

～

15:00

513 英会話・入門① 杉山 千江子
514 ドイツ語コミュニケーション (初級2) 橋本 悦子
516 Beginners English（初級） ポール・リンガー
517 フランス語初級 ニコラ・ルメナジェ
518 Expressing Yourself in English （中上級）クリストファー・ダバンゾ
519 ドイツ語コミュニケーション（中級Ⅱ） 梶浦 直子
520 英語力向上を目指しましょう（上級） クマイ 恭子
521 Introduction to TOEIC®（初級） ジム・チャップマン
522 Life Lessons for Language Learners（初級～中上級）ヘザー・ドラン

18:30

～

20:00

551 スペイン語上級 マリア・フェルナンデス
552 イタリア語初級 ナディア・カラット大矢
554 Active Speaking In English！ (中級） キャメロン・ノース
555 Reading and Vocabulary Development (中級) ガブリエル・ヤードリー
559 ドイツ語コミュニケーション （入門Ⅰ）林田 雄二
562 English Listening and Speaking using Hollywood Movies (中級) ラッセル・ノテスタイン
565 みんなの知らないイギリス文化（中級）マーティン・ベルドン
569 ドイツ語コミュニケーション （上級1）ヤン・ゲリット・シュトラーラ
573 小学生への英語教育 村杉 恵子
578 パイプオルガンの魅力（実践編）＜全5回＞ 吉田 文
584 第二言語としての日本語の習得と教育・支援 坂本 正
587 中国語初級 周 錦樟
589 フランス語入門 レティシア・ガルデー
590 フランス語中級会話 ニコラ・ルメナジェ
591 Let's Enjoy Youth Culture and Music（初中級）ジョン・ウィルソン
592 オペラ演技を学ぶ（上級） 井原 義則
593 Intermediate TOEIC®（中級） ジム・チャップマン

金
　
曜
　
日

時 間 講座 
No. 講   座   名 講  師  名

18:30

～

20:00

651 イタリア語中級 (会話) ナディア・カラット大矢
655 太極拳入門 《陳式入門十九式》 丁 傑
663 Listening and Reading Tactics for the TOEIC® （中上級） ジョセフ・シキ
666 インドネシア語（会話） ギラン・ユディスティラ
669 パイプオルガンの魅力（実践編） ＜全5回＞ 吉田 文
670 グレゴリオ聖歌を歌いましょう ＜全5回＞ 吉田 文
671 協奏曲の歴史を探求しましょう①バロック時代 ＜全5回＞ Th.マイヤー=フィービッヒ
679 Intermediate Current Topics（中級）ブラッド・ディーコン

土 
　
曜
　 
日

時 間 講座 
No. 講   座   名 講  師  名

10:30

～

12:00

700 手話講座中上級 大野 綾女、松浦 佳代
705 Advanced Reading and Vocabulary （上級）ティム・チェンバ－ズ
706 一千年の古典「源氏物語」を読む ＜全5回＞ 辻本 裕成
707 Easy Speaking 1 （初級） ポール・ビンフォード
708 Intermediate Discussion （中級）ブラッド・ディーコン
709 スペイン語初級 アベル・カルデナス
710 近代・現代文学の読み方、楽しみ方 細谷 博
716 ポルトガル語初級 伊藤 秋仁
718 韓国語初級Ⅵ（応用会話その二） 陳 大哲
719 フランス語初級 新里 直樹
720 英会話・入門② 鈴木 寿摩
721 韓国語　本気になったら中級1 金 昭鍈
722 中東世界を読み解く 島 敏夫
723 初心者のための「クラシック発声法」 ＜全5回＞ 井原 義則
726 日本経済を学ぼう・集中講座＜全5回＞ 中矢  俊博
728 インドネシア語初級・文法 岩田 晶子
729 ドイツ語コミュニケーション (初級) 鏡味 ゲルダ

13:30

～

15:00

730 ドイツ語コミュニケーション (中級) 鏡味 ゲルダ
733 ポルトガル語中級 伊藤 秋仁
735 Advanced Discussion （上級） ティム・チェンバ－ズ
736 中国語中級 梁 暁虹
737 Easy Speaking 2 （中級） ポール・ビンフォード
738 実用的なイタリア語 （中級応用） ディエゴ・ラシィオ

739 初めてのイタリア語入門Ⅱ 桑原 恒和、
アナスタージャ・ブンドック

740 スペイン語中上級 アベル・カルデナス
741 スペイン語入門 川田 玲子
743 Writing in English：From Paragraph to Essay（中級）日野水 憲
745 手話講座初級 大野 綾女、松浦 佳代

746 国際地域文化を考える―2016年
　 大統領選挙とアメリカの今＜全8回＞

藤本博、川島正樹、
上村直樹、山岸敬和、
平岩恵里子、山辺省太

747 入門韓国語Ⅵ 陳 大哲
748 インドネシア語中級 岩田 晶子
751 フランス語中級 新里 直樹
754 書道入門－基本から暮らしに役立つ書まで－ 関根 玉振
755 American Movies & Culture （中級）トーマス・ケニー
756 Advanced Current Topics (上級）ブラッド・ディーコン

15:30

～

17:00

759 スペイン語中級 アベル・カルデナス

760 暮らしと法　＜全8回＞ 石田秀博、菅原真、
都筑満雄、洞澤秀雄

761 イタリアの美術館へ行こう！ 桑原 恒和
763 実用中国語 （上級） 梁 暁虹
764 ヨガ入門 岩田 とく香
765 Nice Talking With You（初級） トーマス・ケニー
767 イタリア語初級応用 ディエゴ・ラシィオ
768 はじめての手話 大野 綾女、松浦 佳代
770 Using English to Introduce Japan and Japanese Culture（中上級）日野水 憲

13:00 ～
16:10 915 3級FP技能士検定試験対策講座 TAC講師

9:30 ～
16:20 916 日商簿記3級検定試験対策講座  ＜全7回＞ 名古屋大原学園

講師
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1. 受講申込の手順
＊電話による受付はいたしません。 
 

①「受講申込受付通知」を受け取った後、キャンセルする場合は早急にご連絡ください。 
②  一度申込んだ講座は、事務室へご連絡いただかない限りキャンセルとはなりません。 

1回も出席されなくてもキャンセルの連絡がない場合は、受講料を請求させていただく場合があります。 
③ いったん納入された受講料は返還できません。ただしやむを得ない事情（転勤・病気等）で開講前日までに

ご連絡があった場合に限り、返還します（返還時の振込手数料は負担していただきます）。 

〈受講キャンセルについて〉

受講申込

〈テキストの購入〉

「受講申込受付通知」
送　付

開 講 日

受講料の振込
 〈一週間以内に〉

  
① 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
②  
 
 
③ 
 
  
① 
  
②  
③ 
  
① 
  
 
   
 
 
 

② 

 

 

① 
② 
③ 

1

受講手続のご案内
Directions for Registration

 1　受　講　申　込
パンフレット添付の受講申込書（　郵便ハガキ利用申込、　FAX利用申込のいずれか）に、必要
事項をご記入のうえお送りください。または、　受講申込Webページ（http://office.nanzan-
u.ac.jp/EXTENSION/）をご利用ください。 
（個人情報の取扱について） 
　南山エクステンション・カレッジでは、受講申込時に「受講申込書」の必要事項を記入
いただいております。皆様から頂戴したこれらの情報は厳重に管理し、講座の運営に利
用いたします。
　抹消等の依頼に対しては、遅滞なく申告者の全ての個人情報を削除します。これらの取
扱にご理解いただき、「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、受講申込をしてくだ
さい。 

一度に3講座まで申込みできますが、同一日同一時間帯に重複する講座は受付できませ
ん。重複した場合には、コンピュ－タ処理上、どの講座も登録することができません
ので、開講時間をよくご確認ください。 
受付後の講座変更がないよう、事前によく検討してお申込みください。  

 2　「受講申込受付通知」送付
受講申込書を受取り次第、南山エクステンション・カレッジ事務室（以下、事務室と
いう）から、「受講申込受付通知」をお送りします。 
受講不可の講座については、定員超過、重複申込等、その旨を理由欄に記載します。 
「受講申込受付通知」の金額欄に払込金額を記載してある講座が受講可能な講座です。 

 3　受 講 料 の 払 込
「受講申込受付通知」を受領後、1週間以内に、通知に記載されている受講料を下記の
銀行口座に振込んでください。 

銀　行：三菱東京UFJ銀行 八事支店（普通預金）No.1690483
口座名義：学校法人南山学園   南山大学 理事長　ハンス ユーゲン・マルクス　
（注）①振込手数料はご負担ください。 

②銀行振込の際、氏名の前に「個人番号」をご記入ください。例：110001  ナンザン  タロウ 

入金を確認後、「受講証」を2016年9月14日（水）頃に発送します。 
9月23日（金）を過ぎても「受講証」が届かない場合は、ご連絡ください。 
講座出席時には「受講証」を携帯してください。 
 

 4　開講日に来学してください
P.7～P.8をよく読んで、各講座の開講日に直接教室へおいでください。 
講座ごとに、開講日・時間・回数は異なります。お間違いのないように、ご確認ください。 
テキストを指定された講座は、各自テキストを購入してください。 

2016年度秋期 講座一覧

6



3. 緊急時（悪天候など）における講座の取扱いについて
以下の取扱いについては、大学から連絡をいたしませんので、ニュ－スなどの情報で各自でご判断ください。 
なお、判断が難しい場合などについては、事務室へ電話（Tel.052-833-6957）でご確認ください。 

 
 1　暴風警報発表時の講座について

愛知県尾張東部に「暴風警報」または大雨、暴風に関する「気象特別警報」が発表された場合、講座の取扱は次のとお
りとします。 

午前7時より前に解除の場合                               午前中から平常どおりの講座 
午前7時以降、午前11時より前に解除の場合    午前中は休講、午後から平常どおりの講座 
午前11時以降、午後2時より前に解除の場合    午後5時から平常どおりの講座 
午後2時以降に解除の場合                           当日の全ての講座は休講 
講座開始以降に発表された場合                     大学の指示による 
(注)「尾張東部に発表」とは、愛知県における警報発表区分の①尾張東部 ②愛知県西部全域 ③愛知県全域、
のいずれかに警報が発表された場合が該当します。  
 
 
 

 2   地震防災対策強化地域判定会の招集または警戒宣言の発令時の講座について

大規模地震特別措置法にもとづく「地震防災対策強化地域判定会」が召集、または警戒宣言が発令された場合、下表のよう
な措置をとります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3　緊急地震速報が流れた際の対応について 

大学では、安全の確保と地震の被害を最小限に食い止めるため、緊急地震速報措置を設置しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4　公共交通機関のストライキ時の講座措置について

ＪＲ東海・名鉄・近鉄および名古屋市営の市バス・地下鉄のいずれか一機関が交通ストライキを実施した場合 
午前 7 時にストライキ続行中の場合　　　午前中の講座は休講 
午前10時にストライキ続行中の場合　　　当日のすべての講座は休講 

発表される地震情報の種類 発表に伴う講座等の措置 解除に伴う講座等の措置 

東海地震に関連する調査情報
東海地震注意情報よりも低レベルのもので、
特段の防災行動はとられない。 

東海地震注意情報
東海地震の前兆現象である可能性が高ま
ったと認められた場合に発表される。 

発表があった場合でも、講座は平常通り実施。 

①講座開始前に発表があった場合は、登校せ
ずに自宅待機。 

　登校途中であれば速やかに帰宅。  
②講座開始後に発表があった場合は、講座は
中止し、速やかに帰宅。 

解除された日の翌日から講座を平常通りに
再開。 

●警報が発表されていない場合でも、気象状況が時間の経過とともに悪化し、数時間後には警報の発表が十分予測
されるときは、休講の措置を行うことがあります。措置の有無については、大学Webページ等に掲載します。 

東海地震予知情報
東海地震が発生する恐れがあると認めら
れた場合に、警戒宣言発令とほぼ同時に
発表される。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

① 
② 

緊急地震速報が流れた時（設定震度4）
男性の声で 2 回：「サイレン×3 地震波を探知しました。

落ち着いて安全な所で待機してください」 
避難・安全確認後ゆれが収まった後

身の安全確保を優先する 
避難経路に従い、避難場所に集合する 

グラウンド、パッヘスクエア  

地震発生時 
(震度を問わない)   

誤報の場合 
数秒後にキャンセル報が、自動的に流れる。 
「サイレン×3 先ほどの地震速報は誤りでした」×2回 

◎避難経路に従い、周りの受講生と協力しな
がら、避難場所へ集合する。 

◎エレベータは最寄りの階で停止するので、す
ぐに降り、階段を使って避難場所に集合する。
もしも、エレベータ内に閉じ込められた場合
には、エレベータ内の緊急電話で連絡を取る。 

◎火災が発生した場合は、初期消火に努める。  

帰宅  
復旧対応 など  

◎災害対策本部からの
指示があるまで、避難
場所で待機する。  

◎教室・食堂など室内にいる場合は、慌てて外に飛び出
さず、頭を保護し、机の下に身を隠し、揺れに備える。 

◎廊下、階段など、落下物から身を隠すものがない
場合は、ガラスなどの落下物に注意し、できるだ
け中央に伏せ、揺れに備える。 

◎図書館などでは、本棚から離れる。 
◎屋外にいる場合は、校舎や他の建造物から離れ、
できるだけ中央に伏せ、揺れにそなえる。 

◎余裕があれば、出入口や窓を開けて避難口を確保
する。使用中の火を消す。  

 
 
①  
② 
③ 
 
④ 
 
⑤ 
⑥ 
 
 
 
 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
 

 

① 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 
③ 
④ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 
 
② 
③ 
 
④ 
⑤ 
⑥ 
 
 

① 
② 
 

 1　お願い

各講座の開講日時等については、受講生の皆さんが各自で確認のうえ受講してください。 
受講に際しては「受講証」を持参してください。 
休講や教室変更などの連絡は、Webページ、および構内の掲示等でお知らせしますので、毎回必ず確認するように
してください。原則として、緊急の場合を除き、こちらからの連絡はいたしません。 
やむを得ず休講する場合は、原則として補講を行います。 
補講の予定は講座カレンダー（P.1）に記載しています（この日程以外に補講を行う場合があります）。 
講座を欠席する場合に事務室に連絡していただく必要はありません。 
次のことについて事務室では対応いたしませんので、ご承知おきください。 
・講座を欠席する場合の講師への連絡。 
・講座で出される宿題等についての問い合わせ。 
・欠席した講座の進行状況等（テキストがどの部分まで進んだかなど）。 
・受講生の呼び出し。 
講座を欠席する場合の教材プリント等の確保については、各自で担当講師に直接依頼してください。 
受講期間中に住所・電話番号・メイルアドレス等を変更した場合は、速やかに事務室に連絡してください。 
講座終了時に、移動させた机・椅子等の位置を元にもどし、窓を閉めてください。 
講座に関するアンケートを実施しますので、ご協力ください。 
  

 2　テキストについて 

10ページ以降の各講座の紹介欄に「テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください」とあるテキストは、名古
屋キャンパス内の学生会館コパン2階の紀伊國屋書店で購入することができます（9月23日以降を予定）。 
ただし、テキストの入荷状況によっては、初講日に販売が間に合わないことがあります。その場合、プリント配布
等で代替措置をとることがありますので、講師からの指示に従ってください。 
 
紀伊國屋書店（南山ブックセンター、TEL ０５２－８３７－５２０１） 
＜注1＞ 学内の紀伊國屋書店の営業時間は、月～金 9:45～17:15、土 9:45～15:45  です。 
＜注2＞ 10月5日（水）のみ、18時30分まで購入することができます。 
 
指定されたテキストは、学内の紀伊國屋書店もしくは講師の販売以外の方法で購入されても構いません。 
テキストの価格は変動する場合があります。 
学内の紀伊國屋書店で購入する場合は、受講証を提示してください。 
 

 3　修了証について
 
　当該講座の開講回数の3分の2以上（ただし5回の講座の場合は3回以上）出席した受講生には、講座の最終日に「修
了証」を交付します（提携講座の修了証はありません）。 

 

 4　禁止事項

講師や受講生の住所・電話番号等は、プライバシー保護のため事務室ではお教えできません。必要な場合は、クラ
ス内で確認してください。 
教室内での飲食・喫煙は厳禁です。 
学内において、講座以外の目的でアンケート、チラシ等の配布、署名、募金、販売、勧誘、布教などを行うことは
固くお断りします。 
代理の方の受講やお子様連れの受講はお断りします。 
その他、講座の妨げとなる行為はしないでください。講座中の録音・録画、写真撮影等も禁止しています。 
これらの行為が認められる場合は、受講をお断りすることがあります。 
 

 5　その他

学内の紀伊國屋書店と丸善書店で書籍等の購入の際に割引があります。 
南山大学の図書館を利用することができます。 
ただし利用登録が必要となりますので、身分証明書をご持参ください。なお、利用の際は係員の指示に従ってくだ
さい。南山大学図書館の電話番号は052-832-3707です。 

2. 受講に際して

 

7



3. 緊急時（悪天候など）における講座の取扱いについて
以下の取扱いについては、大学から連絡をいたしませんので、ニュ－スなどの情報で各自でご判断ください。 
なお、判断が難しい場合などについては、事務室へ電話（Tel.052-833-6957）でご確認ください。 

 
 1　暴風警報発表時の講座について

愛知県尾張東部に「暴風警報」または大雨、暴風に関する「気象特別警報」が発表された場合、講座の取扱は次のとお
りとします。 

午前7時より前に解除の場合                               午前中から平常どおりの講座 
午前7時以降、午前11時より前に解除の場合    午前中は休講、午後から平常どおりの講座 
午前11時以降、午後2時より前に解除の場合    午後5時から平常どおりの講座 
午後2時以降に解除の場合                           当日の全ての講座は休講 
講座開始以降に発表された場合                     大学の指示による 
(注)「尾張東部に発表」とは、愛知県における警報発表区分の①尾張東部 ②愛知県西部全域 ③愛知県全域、
のいずれかに警報が発表された場合が該当します。  
 
 
 

 2   地震防災対策強化地域判定会の招集または警戒宣言の発令時の講座について

大規模地震特別措置法にもとづく「地震防災対策強化地域判定会」が召集、または警戒宣言が発令された場合、下表のよう
な措置をとります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3　緊急地震速報が流れた際の対応について 

大学では、安全の確保と地震の被害を最小限に食い止めるため、緊急地震速報措置を設置しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4　公共交通機関のストライキ時の講座措置について

ＪＲ東海・名鉄・近鉄および名古屋市営の市バス・地下鉄のいずれか一機関が交通ストライキを実施した場合 
午前 7 時にストライキ続行中の場合　　　午前中の講座は休講 
午前10時にストライキ続行中の場合　　　当日のすべての講座は休講 

発表される地震情報の種類 発表に伴う講座等の措置 解除に伴う講座等の措置 

東海地震に関連する調査情報
東海地震注意情報よりも低レベルのもので、
特段の防災行動はとられない。 

東海地震注意情報
東海地震の前兆現象である可能性が高ま
ったと認められた場合に発表される。 

発表があった場合でも、講座は平常通り実施。 

①講座開始前に発表があった場合は、登校せ
ずに自宅待機。 

　登校途中であれば速やかに帰宅。  
②講座開始後に発表があった場合は、講座は
中止し、速やかに帰宅。 

解除された日の翌日から講座を平常通りに
再開。 

●警報が発表されていない場合でも、気象状況が時間の経過とともに悪化し、数時間後には警報の発表が十分予測
されるときは、休講の措置を行うことがあります。措置の有無については、大学Webページ等に掲載します。 

東海地震予知情報
東海地震が発生する恐れがあると認めら
れた場合に、警戒宣言発令とほぼ同時に
発表される。 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

① 
② 

緊急地震速報が流れた時（設定震度4）
男性の声で 2 回：「サイレン×3 地震波を探知しました。

落ち着いて安全な所で待機してください」 
避難・安全確認後ゆれが収まった後

身の安全確保を優先する 
避難経路に従い、避難場所に集合する 

グラウンド、パッヘスクエア  

地震発生時 
(震度を問わない)   

誤報の場合 
数秒後にキャンセル報が、自動的に流れる。 
「サイレン×3 先ほどの地震速報は誤りでした」×2回 

◎避難経路に従い、周りの受講生と協力しな
がら、避難場所へ集合する。 

◎エレベータは最寄りの階で停止するので、す
ぐに降り、階段を使って避難場所に集合する。
もしも、エレベータ内に閉じ込められた場合
には、エレベータ内の緊急電話で連絡を取る。 

◎火災が発生した場合は、初期消火に努める。  

帰宅  
復旧対応 など  

◎災害対策本部からの
指示があるまで、避難
場所で待機する。  

◎教室・食堂など室内にいる場合は、慌てて外に飛び出
さず、頭を保護し、机の下に身を隠し、揺れに備える。 

◎廊下、階段など、落下物から身を隠すものがない
場合は、ガラスなどの落下物に注意し、できるだ
け中央に伏せ、揺れに備える。 

◎図書館などでは、本棚から離れる。 
◎屋外にいる場合は、校舎や他の建造物から離れ、
できるだけ中央に伏せ、揺れにそなえる。 

◎余裕があれば、出入口や窓を開けて避難口を確保
する。使用中の火を消す。  

 
 
①  
② 
③ 
 
④ 
 
⑤ 
⑥ 
 
 
 
 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 
 

 

① 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 
③ 
④ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 
 
② 
③ 
 
④ 
⑤ 
⑥ 
 
 

① 
② 
 

 1　お願い

各講座の開講日時等については、受講生の皆さんが各自で確認のうえ受講してください。 
受講に際しては「受講証」を持参してください。 
休講や教室変更などの連絡は、Webページ、および構内の掲示等でお知らせしますので、毎回必ず確認するように
してください。原則として、緊急の場合を除き、こちらからの連絡はいたしません。 
やむを得ず休講する場合は、原則として補講を行います。 
補講の予定は講座カレンダー（P.1）に記載しています（この日程以外に補講を行う場合があります）。 
講座を欠席する場合に事務室に連絡していただく必要はありません。 
次のことについて事務室では対応いたしませんので、ご承知おきください。 
・講座を欠席する場合の講師への連絡。 
・講座で出される宿題等についての問い合わせ。 
・欠席した講座の進行状況等（テキストがどの部分まで進んだかなど）。 
・受講生の呼び出し。 
講座を欠席する場合の教材プリント等の確保については、各自で担当講師に直接依頼してください。 
受講期間中に住所・電話番号・メイルアドレス等を変更した場合は、速やかに事務室に連絡してください。 
講座終了時に、移動させた机・椅子等の位置を元にもどし、窓を閉めてください。 
講座に関するアンケートを実施しますので、ご協力ください。 
  

 2　テキストについて 

10ページ以降の各講座の紹介欄に「テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください」とあるテキストは、名古
屋キャンパス内の学生会館コパン2階の紀伊國屋書店で購入することができます（9月23日以降を予定）。 
ただし、テキストの入荷状況によっては、初講日に販売が間に合わないことがあります。その場合、プリント配布
等で代替措置をとることがありますので、講師からの指示に従ってください。 
 
紀伊國屋書店（南山ブックセンター、TEL ０５２－８３７－５２０１） 
＜注1＞ 学内の紀伊國屋書店の営業時間は、月～金 9:45～17:15、土 9:45～15:45  です。 
＜注2＞ 10月5日（水）のみ、18時30分まで購入することができます。 
 
指定されたテキストは、学内の紀伊國屋書店もしくは講師の販売以外の方法で購入されても構いません。 
テキストの価格は変動する場合があります。 
学内の紀伊國屋書店で購入する場合は、受講証を提示してください。 
 

 3　修了証について
 
　当該講座の開講回数の3分の2以上（ただし5回の講座の場合は3回以上）出席した受講生には、講座の最終日に「修
了証」を交付します（提携講座の修了証はありません）。 

 

 4　禁止事項

講師や受講生の住所・電話番号等は、プライバシー保護のため事務室ではお教えできません。必要な場合は、クラ
ス内で確認してください。 
教室内での飲食・喫煙は厳禁です。 
学内において、講座以外の目的でアンケート、チラシ等の配布、署名、募金、販売、勧誘、布教などを行うことは
固くお断りします。 
代理の方の受講やお子様連れの受講はお断りします。 
その他、講座の妨げとなる行為はしないでください。講座中の録音・録画、写真撮影等も禁止しています。 
これらの行為が認められる場合は、受講をお断りすることがあります。 
 

 5　その他

学内の紀伊國屋書店と丸善書店で書籍等の購入の際に割引があります。 
南山大学の図書館を利用することができます。 
ただし利用登録が必要となりますので、身分証明書をご持参ください。なお、利用の際は係員の指示に従ってくだ
さい。南山大学図書館の電話番号は052-832-3707です。 

2. 受講に際して
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講座番号  513水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

『Q: Skills for Success - Listening and Speaking Introduction』Kevin McClure,Mari Vargo（Oxford University Press）（3,564円）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

英会話・入門

　英語を話せるようになるには繰り返しの訓練が必要です。中学１年生から３年生までの文法を使って
発音を学びながら、聴く力、話す力を身に付けることを目指しています。中学校で学んだ英語をもう一
度思い出しながら皆で楽しく学んでいきたいと思います。是非ご参加ください。 
 
　※テキストは、ファーストエディションを使用します。 

杉山　千江子
（元日本赤十字豊田看護大学 

非常勤講師）

講座番号  720土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・12/3・10・17・1/7（全10回）

『You're welcome!』Tae Kudo（CENGAGE Learning）（2,160円）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

英会話・入門

　この講座は入門者向けです。 
　「英語は勉強したけれど、会話となると自信がない」という方を対象に、中学レベルの英語を使って
楽しく初歩から会話を学んでいきます。 
　「挨拶の次は何と言って会話を続けたらいいの？」そんな秘訣とともに、日常会話に必要な表現、発
音、文法をゆっくりと勉強していきましょう。 
さあ一緒に始めましょう！ 
・春期からの継続講座ですが、秋期からのご参加も可能です。 

鈴木　寿摩
（日本赤十字豊田看護大学

講師）

講座番号  573小学生への英語教育水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

『絵でわかる小学生の英会話』学研教育出版〔編〕（学研教育出版）（1,080円）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

小学生や英語未修者に、どのように英語を教えたらよいのでしょうか。この講座では、心理言語学研究に基
づく理論を背景とした実践方法を探ります。北欧の国語の授業などで導入されていることばの気づきを育
てる手法、ヨーロッパを中心として急速に広まりつつあるCLIL(Content and Language Integrated 
Learning:クリル)の手法なども紹介しながら、教科内容や日常生活、日本語や日本文化を題材に、様々な言
語活動を行うことにより、英語の四技能を高める方法を紹介します。英語嫌いにならずに、子どもの成長を
次の段階へと健やかにつなげていくために、教科学習や日常生活の学び、遊び、語学学習などを統合したア
プローチを用いて、楽しく子どもたちの言葉の知識と運用能力を育てる方法について、共に考えましょう。 

村杉  恵子
（南山大学教授）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

受講料以外に費用はかかりますか。

各講座の案内欄にテキストが記載してある講座は、別途テキスト代が必要です。 
テキストの販売方法については、同じく案内欄に（注）として記載していますが、ご自身で書店等で入手されても結構
です。 

Q A

キ

ュ
ーアンドエ

ー

&&
受講ガイド

Q 1

語学のレベルについて。

講座案内の記載内容が理解できれば、どなたでも受講できます。 
なお、レベル分けのテスト等は実施しませんのでご自身で判断してください。 
語学のレベルについては、南山エクステンション・カレッジのWebページで確認してください。 

［英語講座選択のめやす］
入門…ゆっくり話せば挨拶等のコミュニケーションが理解できる方：中学校卒業程度の英語力 
初級…ゆっくりならばNative Speakerの会話を理解でき、身近な話題での応答も可能な方：高校生程度の英語力 
中級…Native Speakerとの会話にそれほど不自由を感じない方：高校卒業～大学生程度の英語力 
上級…聴くことも話すこともナチュラルなスピードで対応でき、ディスカッションに参加できる方 

Q 2

開講後、講座変更はできますか。

変更はできません。 
ただし語学系の講座でレベルが合わず変更を希望される場合は、第2回目の講座の2日前までにお申し出ください。変更した
い講座に空きがある場合のみ、変更を認めることがあります。 
なお、購入されたテキストに関しては、原則として返品は受付けません。 

自家用車での通学は、お断りしています。
ただし、下記に該当するやむを得ない事情がある場合のみ、受講申し込み時に『駐車許可申請書送付希望』欄に記入してください。 
駐車許可申請書を送付しますので必要事項をご記入の上、ご返送ください。各期の申請に基づき、審査を行います。その際、過去
の許可事例は考慮しません。審査の結果、承認されれば、『駐車許可証』を送付します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【駐車許可申請書　提出締切日：9月12日（月）】※締切日を過ぎてからのものは、受付けません。 
違法駐車等を行った場合、また『駐車許可申請書』の誓約事項や『駐車許可証』記載の注意事項を守れない場合は、駐車許可を取
り消すとともに、受講を辞退していただきます。また、以後の受講をお断りします。 

Q 3

休講と補講について。

Webページ、および構内の掲示等でお知らせしますので、各自で確認してください。 
緊急の場合のみ、直接ご連絡いたします。 

Q 5

以上、不明な点・ご要望等がございましたら遠慮なく、南山エクステンション・カレッジ事務室（Tel 052－833－6957、　
E-mail extension-s@nanzan-u.ac.jp）におたずねください。

欠席連絡は必要ですか。

不要です。 

Q 4

公共交通機関をご利用ください

学内駐車許可申請条件

1

2

3

身体上または健康上の理由 ※1

水 
13：30～15：00 18：30～20：00

○ 要診断書（証明書類） 

○ × 

× × 

○ 要診断書（証明書類） 
9：30～17：00

土 水・金 

南山大学在学生 

いかなる理由も 
駐車不可 

公共交通機関による通学時間 
が1時間を超える場合※2 

（乗換時間および待ち時間を 
  除く実乗車時間） 

※1 過去の病歴や通院歴に基づく申請は認められません。現在の症状に基づき、医師等が発行する診断書等の証明書類が必要です。 
※2 親族等を介護・看病するなどといった理由により、受講生の自宅以外を起点として通学する場合は、受講する曜日・時間に照らし、その時点 
      において、その起点からの通学に要する時間が１時間を超えることを示す客観的な証明書類が必要です。 
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講座番号  513水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

『Q: Skills for Success - Listening and Speaking Introduction』Kevin McClure,Mari Vargo（Oxford University Press）（3,564円）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

英会話・入門

　英語を話せるようになるには繰り返しの訓練が必要です。中学１年生から３年生までの文法を使って
発音を学びながら、聴く力、話す力を身に付けることを目指しています。中学校で学んだ英語をもう一
度思い出しながら皆で楽しく学んでいきたいと思います。是非ご参加ください。 
 
　※テキストは、ファーストエディションを使用します。 

杉山　千江子
（元日本赤十字豊田看護大学 

非常勤講師）

講座番号  720土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・12/3・10・17・1/7（全10回）

『You're welcome!』Tae Kudo（CENGAGE Learning）（2,160円）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

英会話・入門

　この講座は入門者向けです。 
　「英語は勉強したけれど、会話となると自信がない」という方を対象に、中学レベルの英語を使って
楽しく初歩から会話を学んでいきます。 
　「挨拶の次は何と言って会話を続けたらいいの？」そんな秘訣とともに、日常会話に必要な表現、発
音、文法をゆっくりと勉強していきましょう。 
さあ一緒に始めましょう！ 
・春期からの継続講座ですが、秋期からのご参加も可能です。 

鈴木　寿摩
（日本赤十字豊田看護大学

講師）

講座番号  573小学生への英語教育水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

『絵でわかる小学生の英会話』学研教育出版〔編〕（学研教育出版）（1,080円）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

小学生や英語未修者に、どのように英語を教えたらよいのでしょうか。この講座では、心理言語学研究に基
づく理論を背景とした実践方法を探ります。北欧の国語の授業などで導入されていることばの気づきを育
てる手法、ヨーロッパを中心として急速に広まりつつあるCLIL(Content and Language Integrated 
Learning:クリル)の手法なども紹介しながら、教科内容や日常生活、日本語や日本文化を題材に、様々な言
語活動を行うことにより、英語の四技能を高める方法を紹介します。英語嫌いにならずに、子どもの成長を
次の段階へと健やかにつなげていくために、教科学習や日常生活の学び、遊び、語学学習などを統合したア
プローチを用いて、楽しく子どもたちの言葉の知識と運用能力を育てる方法について、共に考えましょう。 

村杉  恵子
（南山大学教授）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 
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講座番号  591Let's Enjoy Youth Culture and Music（初中級）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

プリントを使用します。

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

What is Youth Culture? How are social networking sites changing the way we communicate? Join 
this fun and exciting class to discuss Youth Culture and listen, discuss and appreciate music in 
English!  We begin by discussing Japanese culture using simple English and continue by discussing 
exciting aspects of youth with topics such as fashion, cultural holidays and entertainment. In addition, 
students will be able to share different music genre with their classmates and discover how youth in 
other countries are making their impact on the world.  Let’s enjoy using English. 
 

ジョン・ウィルソン
（南山大学専任講師）

講座番号  554Active Speaking In English!（中級）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

プリントを使用します。

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Enjoy, practice and improve your English.  In a very friendly and communicative atmosphere, 
students will use many approaches using new English vocabulary and expressions for expressing 
themselves in English.  The main objective will be to practice speaking English as much as possible.  
Each week we will look at an interesting topic by studying and practicing new vocabulary, phrases 
and sentence structures.  Using various motivating ideas, students will then give their opinion to each 
other.  Time permitting, we will also look at some pronunciation and grammar problem areas.

キャメロン・ノース
（南山大学非常勤講師）

講座番号  522Life Lessons for Language Learners（初級～中上級）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

『The Secret Garden (Black Cat)』Frances Hodgson Burnett(Retold by Jenny Pereira)(Black Cat Cideb)（1,460円）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 16人

This course is open to beginner and intermediate students.  It is meant for those who would like to 
develop self-study skills in order to cultivate or maintain their English skills through independent 
study. The four units in this course（music, movies and literature）will provide content and techniques’
which are designed to help students develop independent language study skills.

ヘザー・ドラン
（南山大学英語教育センター

語学講師）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

講座番号  707Easy Speaking １（初級）土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

『PERSON TO PERSON 3rd Edition Book 1』Jack C. Richards（Oxford University Press）（2,938円）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Easy Speaking 1 is a beginner's course that is useful for students who want to use English in their 
business, when travelling, and while talking with foreigners in Japan. We will practice speaking and 
listening with topics about everyday life. Beginning to intermediate learners are welcome. You will 
gain confidence, learn new vocabulary, and become better at making a conversation with native 
English speakers.

ポール・ビンフォード
（名古屋市立大学講師）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  765Nice Talking With You（初級）土曜日土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 15:30～17:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

トーマス・ケニー
（名古屋外国語大学准教授）

テキスト 『Nice Talking With You Level1 Student’s book』Tom Kenny, Linda Woo （Cambridge）（2,894円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

Pre-intermediate speaking and listening tasks. Conversation strategy focus. 
For twenty years, Tom Kenny’s system for learning conversational 
English has helped thousands of students throughout Japan, Korea and 
now, China! 
Let Tom’s successful teaching ideas help you improve your English 
conversation. Get helpful vocabulary, enjoy talking about easy topics, 
improve your listening skills and get lots of English speaking practice in 
this popular class! 

講座番号  516Beginners English（初級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ポール・リンガ－
（愛知淑徳大学

外国語教育部門講師）

テキスト 『Nice Talking with You Level2 Student’s book』Tom Kenny, Linda Woo（Cambridge University Press）（2,894円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

This is a fun class designed for those that are interested, movivated and passionate about 
communicating in English. 
The classes will follow a “Communication Framework” to ensure a good mixture of skills, including 
effective communicative and functional language, however, priority is given to speaking, listening & 
pronunciation - the essentials of good communication in English! 
One of the aims will be to help you to put the language into practice. We allow you to use the 
language in a real context and encourage your use of English inside and outside the classroom. We 
will study English through a variety of interesting and stimulating topix. 
Come and join us!!
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講座番号  591Let's Enjoy Youth Culture and Music（初中級）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

プリントを使用します。

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

What is Youth Culture? How are social networking sites changing the way we communicate? Join 
this fun and exciting class to discuss Youth Culture and listen, discuss and appreciate music in 
English!  We begin by discussing Japanese culture using simple English and continue by discussing 
exciting aspects of youth with topics such as fashion, cultural holidays and entertainment. In addition, 
students will be able to share different music genre with their classmates and discover how youth in 
other countries are making their impact on the world.  Let’s enjoy using English. 
 

ジョン・ウィルソン
（南山大学専任講師）

講座番号  554Active Speaking In English!（中級）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

プリントを使用します。

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Enjoy, practice and improve your English.  In a very friendly and communicative atmosphere, 
students will use many approaches using new English vocabulary and expressions for expressing 
themselves in English.  The main objective will be to practice speaking English as much as possible.  
Each week we will look at an interesting topic by studying and practicing new vocabulary, phrases 
and sentence structures.  Using various motivating ideas, students will then give their opinion to each 
other.  Time permitting, we will also look at some pronunciation and grammar problem areas.

キャメロン・ノース
（南山大学非常勤講師）

講座番号  522Life Lessons for Language Learners（初級～中上級）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

『The Secret Garden (Black Cat)』Frances Hodgson Burnett(Retold by Jenny Pereira)(Black Cat Cideb)（1,460円）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 16人

This course is open to beginner and intermediate students.  It is meant for those who would like to 
develop self-study skills in order to cultivate or maintain their English skills through independent 
study. The four units in this course（music, movies and literature）will provide content and techniques’
which are designed to help students develop independent language study skills.

ヘザー・ドラン
（南山大学英語教育センター

語学講師）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

講座番号  707Easy Speaking １（初級）土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

『PERSON TO PERSON 3rd Edition Book 1』Jack C. Richards（Oxford University Press）（2,938円）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Easy Speaking 1 is a beginner's course that is useful for students who want to use English in their 
business, when travelling, and while talking with foreigners in Japan. We will practice speaking and 
listening with topics about everyday life. Beginning to intermediate learners are welcome. You will 
gain confidence, learn new vocabulary, and become better at making a conversation with native 
English speakers.

ポール・ビンフォード
（名古屋市立大学講師）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  765Nice Talking With You（初級）土曜日土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 15:30～17:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

トーマス・ケニー
（名古屋外国語大学准教授）

テキスト 『Nice Talking With You Level1 Student’s book』Tom Kenny, Linda Woo （Cambridge）（2,894円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

Pre-intermediate speaking and listening tasks. Conversation strategy focus. 
For twenty years, Tom Kenny’s system for learning conversational 
English has helped thousands of students throughout Japan, Korea and 
now, China! 
Let Tom’s successful teaching ideas help you improve your English 
conversation. Get helpful vocabulary, enjoy talking about easy topics, 
improve your listening skills and get lots of English speaking practice in 
this popular class! 

講座番号  516Beginners English（初級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ポール・リンガ－
（愛知淑徳大学

外国語教育部門講師）

テキスト 『Nice Talking with You Level2 Student’s book』Tom Kenny, Linda Woo（Cambridge University Press）（2,894円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

This is a fun class designed for those that are interested, movivated and passionate about 
communicating in English. 
The classes will follow a “Communication Framework” to ensure a good mixture of skills, including 
effective communicative and functional language, however, priority is given to speaking, listening & 
pronunciation - the essentials of good communication in English! 
One of the aims will be to help you to put the language into practice. We allow you to use the 
language in a real context and encourage your use of English inside and outside the classroom. We 
will study English through a variety of interesting and stimulating topix. 
Come and join us!!
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講座番号  743土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Writing in English: From Paragraph to Essay（中級）

　本講座では、英語を「書く」ことに焦点を当てます。“Paragraph”の基本的な要素と構造を取り上げ、
英語の「論理の展開」に沿った文章を習得するようにします。そのうえで、いくつかの“Paragraph”
の集合である“Essay”へと発展させます。身の回りの出来事などを題材に受講者がわかりやすい文章で
表現できるように指導したいと思います。そのためには、必要な語彙や適切な表現の習得にも力を入れ
たいと考えております。 
　本講座ではMicrosoft Wordを用いますので、基本的な操作ができることが必須です。また、文法項
目の復習などは取り上げず、文章の添削で各受講者の問題点を指摘し、それを克服する方法に言及する
ようにしていきます。 
　毎回の課題を保存するために、記憶メディア（USBなど）を初回から持参してください。 

日野水　憲
（南山大学非常勤講師）

テキスト プリントを使用します。

講座番号  755American Movies & Culture（中級）土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

トーマス・ケニー
（名古屋外国語大学准教授）

土曜日

講座番号  737Easy Speaking 2（中級）土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

『PERSON TO PERSON 3rd Edition Book 2』Jack C. Richards（Oxford University Press）（2,938円）

テキスト 『Casablanca：Cool and Unforgettable English』Akimoto/Hamada（macmillan）（2,700円）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Students who have a basic understanding of spoken English will gain fluency, rhythm and confidence 
in Easy Speaking 2. We will work with natural patterns and speed by using a combination of 
listening, conversation practice, role-plays and vocabulary. We'll work on common obstacles like 
idiomatic expressions and informal language. This course follows Easy Speaking I, but intermediate 
students do not need to take the first course. 
 

In this class, we will study the movie 　　　　 　We'll learn vocabulary by 
studying the movie's script, and learn more about the history of this famous 
movie. 
We will also view and discuss famous scenes from other classic American 
movies. Our goal is to learn more about the American character. 
  
The textbook comes with a DVD of 　　　　　  so students can view the movie 
outside of class, too!

ポール・ビンフォード
（名古屋市立大学講師）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

Casablanca.

Casablanca

講座番号  555Reading and Vocabulary Development（中級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Intermediate Reading and Vocabulary Development. 
　This course is intended to help participants improve both their English language ability and their confidence in their language 
skills in the areas of reading and vocabulary development. There are three main elements to this intermediate course in Reading 
and Vocabulary development: 

＞　Weekly vocabulary development and discussion activities related to reading comprehension topics in Reading Advantage 3; 
＞　Weekly 25-minute reading comprehension exercises from Reading Advantage 3; the exercises from this book will help 

participants build and enhance their vocabulary and reading skills; 
＞　An introduction to the most important Latin-and Greek based word roots in English, and how they can help us to guess 

the meanings or sense of unfamiliar words. 
The topics and themes in Reading Advantage 3 will also form the basis for a number of conversation and vocabulary development 
activities during the course. Units 1-10 will be covered during the Fall semester.

ガブリエル・ヤードリー
 （南山大学准教授）

テキスト 『Reading Advantage Level 3』Casey Malarcher（CENGAGE Learning）（2,614円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  708Intermediate Discussion（中級）土曜日

開 講 日 10/1・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17・1/7（全10回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Before joining this class you should already have strong basic English skills and the ability to share 
your opinions on simple topics.  Each week you will interact with many partners to increase your 
fluency and other English communication skills. We will use simple news articles and other materials 
to focus our discussions. You will be expected to spend at least one hour outside of class to prepare 
for each discussion. Both new and former students are most welcome to join.

ブラッド・ディーコン
 （南山大学専任講師）

テキスト プリントを使用します。

講座番号  679Intermediate Current Topics（中級）金曜日

開 講 日 10/7・14・21・28・11/11・18・12/2・9・16・1/6（全10回）

時 　 間 18：30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ブラッド・ディーコン
 （南山大学専任講師）

テキスト プリントを使用します。

In this course, students will be given a variety of recent intermediate-level topics from news articles 
that will be used for small group discussions during each class. Students will have a chance to 
suggest topics in addition to those provided by the instructor. Before each class, students will be 
expected to : 1） read the materials, and 2） prepare their opinions and questions based on the 
material to then share during class discussions. This class will mostly focus on developing critical 
thinking and fluency skills at the intermediate level.
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講座番号  743土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Writing in English: From Paragraph to Essay（中級）

　本講座では、英語を「書く」ことに焦点を当てます。“Paragraph”の基本的な要素と構造を取り上げ、
英語の「論理の展開」に沿った文章を習得するようにします。そのうえで、いくつかの“Paragraph”
の集合である“Essay”へと発展させます。身の回りの出来事などを題材に受講者がわかりやすい文章で
表現できるように指導したいと思います。そのためには、必要な語彙や適切な表現の習得にも力を入れ
たいと考えております。 
　本講座ではMicrosoft Wordを用いますので、基本的な操作ができることが必須です。また、文法項
目の復習などは取り上げず、文章の添削で各受講者の問題点を指摘し、それを克服する方法に言及する
ようにしていきます。 
　毎回の課題を保存するために、記憶メディア（USBなど）を初回から持参してください。 

日野水　憲
（南山大学非常勤講師）

テキスト プリントを使用します。

講座番号  755American Movies & Culture（中級）土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

トーマス・ケニー
（名古屋外国語大学准教授）

土曜日

講座番号  737Easy Speaking 2（中級）土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

『PERSON TO PERSON 3rd Edition Book 2』Jack C. Richards（Oxford University Press）（2,938円）

テキスト 『Casablanca：Cool and Unforgettable English』Akimoto/Hamada（macmillan）（2,700円）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Students who have a basic understanding of spoken English will gain fluency, rhythm and confidence 
in Easy Speaking 2. We will work with natural patterns and speed by using a combination of 
listening, conversation practice, role-plays and vocabulary. We'll work on common obstacles like 
idiomatic expressions and informal language. This course follows Easy Speaking I, but intermediate 
students do not need to take the first course. 
 

In this class, we will study the movie 　　　　 　We'll learn vocabulary by 
studying the movie's script, and learn more about the history of this famous 
movie. 
We will also view and discuss famous scenes from other classic American 
movies. Our goal is to learn more about the American character. 
  
The textbook comes with a DVD of 　　　　　  so students can view the movie 
outside of class, too!

ポール・ビンフォード
（名古屋市立大学講師）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

Casablanca.

Casablanca

講座番号  555Reading and Vocabulary Development（中級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Intermediate Reading and Vocabulary Development. 
　This course is intended to help participants improve both their English language ability and their confidence in their language 
skills in the areas of reading and vocabulary development. There are three main elements to this intermediate course in Reading 
and Vocabulary development: 

＞　Weekly vocabulary development and discussion activities related to reading comprehension topics in Reading Advantage 3; 
＞　Weekly 25-minute reading comprehension exercises from Reading Advantage 3; the exercises from this book will help 

participants build and enhance their vocabulary and reading skills; 
＞　An introduction to the most important Latin-and Greek based word roots in English, and how they can help us to guess 

the meanings or sense of unfamiliar words. 
The topics and themes in Reading Advantage 3 will also form the basis for a number of conversation and vocabulary development 
activities during the course. Units 1-10 will be covered during the Fall semester.

ガブリエル・ヤードリー
 （南山大学准教授）

テキスト 『Reading Advantage Level 3』Casey Malarcher（CENGAGE Learning）（2,614円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  708Intermediate Discussion（中級）土曜日

開 講 日 10/1・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17・1/7（全10回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Before joining this class you should already have strong basic English skills and the ability to share 
your opinions on simple topics.  Each week you will interact with many partners to increase your 
fluency and other English communication skills. We will use simple news articles and other materials 
to focus our discussions. You will be expected to spend at least one hour outside of class to prepare 
for each discussion. Both new and former students are most welcome to join.

ブラッド・ディーコン
 （南山大学専任講師）

テキスト プリントを使用します。

講座番号  679Intermediate Current Topics（中級）金曜日

開 講 日 10/7・14・21・28・11/11・18・12/2・9・16・1/6（全10回）

時 　 間 18：30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ブラッド・ディーコン
 （南山大学専任講師）

テキスト プリントを使用します。

In this course, students will be given a variety of recent intermediate-level topics from news articles 
that will be used for small group discussions during each class. Students will have a chance to 
suggest topics in addition to those provided by the instructor. Before each class, students will be 
expected to : 1） read the materials, and 2） prepare their opinions and questions based on the 
material to then share during class discussions. This class will mostly focus on developing critical 
thinking and fluency skills at the intermediate level.
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テキストの価格は変動する場合があります。 14
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講座番号  520水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

①『Holes』Louis Sachar（Laurel-Leaf）（950円）②『Kira-Kira』Cynthia Kadohata（Athenaum）（950円）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16,200円

定　　員 25人

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

英語力向上を目指しましょう（上級）

ある程度のレベルに達した後、更に英語力を向上させるためには、英語に多く触れることと英語を仔
細に、かつ語順通りに理解する訓練の両方が必要です。この講座では辞書に頼らず多くの英語に触れる
多読と通訳訓練法を導入した精読精聴をとりいれ、更なる英語力の向上を目指します。多読・精読の教
材ともに結構な量がありますのでご自宅での取り組みが求められます。 
　10回の講座で2冊のペーパーバックを読む予定です。多読用テキストはアメリカの優良児童・ヤングア
ダルト文学に授与されるニューベリー賞受賞作品を使用する予定です。大人にも十分読み応えのある作品
です。「あの頃」のご自身に帰って、または現在の環境と照らし合わせて、「読む」という作業と並行して楽し
んでいただけたら幸いです。 
※TOEIC800点以上の方を対象としています。 

クマイ恭子
（南山大学非常勤講師）

 

ティム･チェンバーズ
（名古屋大学非常勤講師）

講座番号  735Advanced Discussion（上級）土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

This is a course designed for people who can freely discuss abstract subjects in English. The content 
and topics of the course will be decided by the class. Generally speaking, articles, books, or current 
issues will be discussed. In the past we have discussed things in small groups. However, other 
methods for discussion are possible. Please bring an article that you wish to discuss to the first class. 
Abstract vocabulary will also be covered. 
 

テキスト プリントを使用します。

講座番号  770土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

プリントを使用します。

時 　 間 15:30～17:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Using English to Introduce Japan and Japanese Culture（中上級）

　ことばの習得は、相手に伝えたい事柄・内容があってこそ、本来の「意思伝達」ができることはよく
知られています。このことは、海外に出かける機会が増え、日本あるいは日本文化に興味を持つ方が手
に接した時、「ことばに詰まる」ことがときに痛感するのではないでしょうか。それは、「語彙（適切な
ことば）」が思い出せないばかりではなく、何をどのようにいえばいいのかがわからないことが大きな
要因になっていると思われます。 
　本講座では、自分の身の回りの事柄、とりわけ「日本的」なものを伝えるための「語彙」と「表現方
法」を習得できるように指導します。2つか3つのテーマを、受講者のディスカッションを通して深化
させ、「ことばに詰まる」ことなく英語で説明できるように指導したいです。「流暢」であることよりも
「内容」があることを心がけます。 

日野水　憲
（南山大学非常勤講師）

講座番号  518Expressing Yourself in English（中上級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

クリストファー・ダバンゾ
（南山大学英語教育センター

語学講師）

テキスト プリントを使用します。

This course will help students to express themselves clearly in English. Students will learn and 
practice the basics of effective speaking, such as introducing themselves to others, expressing their 
opinions about topics that are important to them, influencing what other people think, impromptu 
speaking, and much more. Students will choose a wide variety of topics to talk about based on their 
life experiences and acquired knowledge. In class, students will learn how to express themselves in a 
clear and powerful way: this includes how to choose a topic, organize information, prepare a talk, and 
then practice it to speak effectively about any topic. By the end of this course, students will have 
valuable speaking skills and greater confidence in their ability to express themselves effectively.

講座番号  565みんなの知らないイギリス文化（中級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

マーティン・ベルドン
（南山大学非常勤講師）

テキスト プリントを使用します。

British culture is rich and diverse. However, much about Britain is still unknown in Japan. This 
course offers students the chance to learn and explore a variety of topics on the UK. We will cover 
customs and traditions that have been practiced and continued over many centuries and also present 
day. Students will have the opportunity to communicate their thoughts and knowledge about the UK 
in English, throughout the course. We will also compare some of the traditions and topics with Japan. 
We will discuss British cuisine and food showing, maybe surprisingly, some excellent dishes in British 
cooking. 

NEW

講座番号  562English Listening and Speaking using Hollywood Movies（中級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

In this class, we will watch and study Hollywood movies. The focus will be both on studying the 
artistic content of the movie and also on learning English by practicing English from key scenes. This 
class will offer the student many chances to improve their English vocabulary and listening skill. It is 
also a great chance to learn about famous movies and meet other movie fans as well.  
　このクラスでは、ハリウッド映画を鑑賞し、それを教材に勉強します。重点的な取り組みとしては、映画の芸術的な内容
について学ぶことと、各映画の重要シーンの英語を練習し、英語を身につけることです。このクラスには、学生が英語の語
彙力やリスニング能力を高めるための機会がたくさんあります。また、有名な映画について学んだり、自分と同じ映画好
きの人と出会ったりする絶好の機会でもあります。 

ラッセル・ノテスタイン
（南山大学非常勤講師）

テキスト プリントを使用します。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

テキストの価格は変動する場合があります。15
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講座番号  520水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

①『Holes』Louis Sachar（Laurel-Leaf）（950円）②『Kira-Kira』Cynthia Kadohata（Athenaum）（950円）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16,200円

定　　員 25人

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

英語力向上を目指しましょう（上級）

ある程度のレベルに達した後、更に英語力を向上させるためには、英語に多く触れることと英語を仔
細に、かつ語順通りに理解する訓練の両方が必要です。この講座では辞書に頼らず多くの英語に触れる
多読と通訳訓練法を導入した精読精聴をとりいれ、更なる英語力の向上を目指します。多読・精読の教
材ともに結構な量がありますのでご自宅での取り組みが求められます。 
　10回の講座で2冊のペーパーバックを読む予定です。多読用テキストはアメリカの優良児童・ヤングア
ダルト文学に授与されるニューベリー賞受賞作品を使用する予定です。大人にも十分読み応えのある作品
です。「あの頃」のご自身に帰って、または現在の環境と照らし合わせて、「読む」という作業と並行して楽し
んでいただけたら幸いです。 
※TOEIC800点以上の方を対象としています。 

クマイ恭子
（南山大学非常勤講師）

 

ティム･チェンバーズ
（名古屋大学非常勤講師）

講座番号  735Advanced Discussion（上級）土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

This is a course designed for people who can freely discuss abstract subjects in English. The content 
and topics of the course will be decided by the class. Generally speaking, articles, books, or current 
issues will be discussed. In the past we have discussed things in small groups. However, other 
methods for discussion are possible. Please bring an article that you wish to discuss to the first class. 
Abstract vocabulary will also be covered. 
 

テキスト プリントを使用します。

講座番号  770土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

プリントを使用します。

時 　 間 15:30～17:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

Using English to Introduce Japan and Japanese Culture（中上級）

　ことばの習得は、相手に伝えたい事柄・内容があってこそ、本来の「意思伝達」ができることはよく
知られています。このことは、海外に出かける機会が増え、日本あるいは日本文化に興味を持つ方が手
に接した時、「ことばに詰まる」ことがときに痛感するのではないでしょうか。それは、「語彙（適切な
ことば）」が思い出せないばかりではなく、何をどのようにいえばいいのかがわからないことが大きな
要因になっていると思われます。 
　本講座では、自分の身の回りの事柄、とりわけ「日本的」なものを伝えるための「語彙」と「表現方
法」を習得できるように指導します。2つか3つのテーマを、受講者のディスカッションを通して深化
させ、「ことばに詰まる」ことなく英語で説明できるように指導したいです。「流暢」であることよりも
「内容」があることを心がけます。 

日野水　憲
（南山大学非常勤講師）

講座番号  518Expressing Yourself in English（中上級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

クリストファー・ダバンゾ
（南山大学英語教育センター

語学講師）

テキスト プリントを使用します。

This course will help students to express themselves clearly in English. Students will learn and 
practice the basics of effective speaking, such as introducing themselves to others, expressing their 
opinions about topics that are important to them, influencing what other people think, impromptu 
speaking, and much more. Students will choose a wide variety of topics to talk about based on their 
life experiences and acquired knowledge. In class, students will learn how to express themselves in a 
clear and powerful way: this includes how to choose a topic, organize information, prepare a talk, and 
then practice it to speak effectively about any topic. By the end of this course, students will have 
valuable speaking skills and greater confidence in their ability to express themselves effectively.

講座番号  565みんなの知らないイギリス文化（中級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

マーティン・ベルドン
（南山大学非常勤講師）

テキスト プリントを使用します。

British culture is rich and diverse. However, much about Britain is still unknown in Japan. This 
course offers students the chance to learn and explore a variety of topics on the UK. We will cover 
customs and traditions that have been practiced and continued over many centuries and also present 
day. Students will have the opportunity to communicate their thoughts and knowledge about the UK 
in English, throughout the course. We will also compare some of the traditions and topics with Japan. 
We will discuss British cuisine and food showing, maybe surprisingly, some excellent dishes in British 
cooking. 

NEW

講座番号  562English Listening and Speaking using Hollywood Movies（中級）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

In this class, we will watch and study Hollywood movies. The focus will be both on studying the 
artistic content of the movie and also on learning English by practicing English from key scenes. This 
class will offer the student many chances to improve their English vocabulary and listening skill. It is 
also a great chance to learn about famous movies and meet other movie fans as well.  
　このクラスでは、ハリウッド映画を鑑賞し、それを教材に勉強します。重点的な取り組みとしては、映画の芸術的な内容
について学ぶことと、各映画の重要シーンの英語を練習し、英語を身につけることです。このクラスには、学生が英語の語
彙力やリスニング能力を高めるための機会がたくさんあります。また、有名な映画について学んだり、自分と同じ映画好
きの人と出会ったりする絶好の機会でもあります。 

ラッセル・ノテスタイン
（南山大学非常勤講師）

テキスト プリントを使用します。
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テキストの価格は変動する場合があります。 16
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講座番号  759スペイン語中級土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・10・17・1/21（全10回）

時 　 間 15:30～17:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

アベル・カルデナス
（南山大学教授）

テキスト 『ETAPA 8  El blog』 Equipo Entinema (Edinumen)（1,650円)

注:  1）この講座の対象者は DELE（スペイン文部省認定試験）A2又はスペイン語技能検定試験（西検）3～4 級と
同等のレベルの方になります。 

　　2）講座はすべてスペイン語で行います。 
（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

　El objetivo de este curso es desarrollar las destrezas necesarias para lograr el nivel B1 del Marco 
Comun Europeo de Referencia para las Lenguas. En esta etapa los participantes van a repasar o 
aprender a expresar  gustos y sentimientos, argumentar y opinar sobre problemas actuales. Aunque 
se presentan o repasan algunos puntos gramaticales, el enfasis de la clase es en la comprension y la 
expresion orales mediante actividades en parejas y grupos pequenos. 

講座番号  740スペイン語中上級土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・10・17・1/21（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

テキスト

アベル・カルデナス
（南山大学教授）

『ETAPA 13  Textos』 Equipo Entinema (Edinumen)（1,650円)

講座番号  551スペイン語上級水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

マリア・フェルナンデス
（南山大学非常勤講師）

テキスト

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

A pesar de que esta clase es continuacion del semestre anterior, participantes nuevos seran muy 
bienvenidos. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes de nivel avanzado a mejorar su 
habilidad para expresarse en espanol, as1 como su comprension auditiva. En las clases se trataran 
temas relacionados con la actualidad y actividades para el desarrollo del vocabulario. Se espera una 
participacion activa en el aula y un poco de trabajo personal en casa. 
 
この講座はスペイン語上級者がリスニングとスピーキング能力を向上するためのものです。社会情勢や
問題について取り扱います。受講生は二人一組やグループで会話します。 

『Etapa11 Recursos-Libro del alumno/Ejercicios＋CD』 Anabel De Dios,Sonia Eusebio （Edinumen）（1,650円）

　El objetivo de este curso es desarrollar las competencias necesarias para lograr el nivel B2 del 
Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas y esta dirigido a los estudiantes que deseen 
mejorar sus destrezas para comunicarse en espanol de una manera efectiva. Aunque se hace enfasis en 
el desarrollo de la comprension auditiva y la expresion e interaccion orales, tambien se incluiran 
practicas de otras destrezas y algunos puntos gramaticales de este nivel. La clase sera muy 
interactiva y se espera que todos participen en las diferentes actividades que se realizaran en parejas 
y grupos pequenos. Ademas, si los participantes as1 lo desean, se sugeriran actividades opcionales 
para realizarse de una manera independiente fuera de clase, fomentando as1 el aprendizaje autonomo.    
NOTAS: 1）El curso esta dirigido a aquellas personas que ya han obtenido el nivel B1 del Diploma de 

Espanol como Lengua Extranjera (DELE) o su equivalente   
2）講座はすべてスペイン語で行います。 （注）テキストは初講日に教室で販売します。 

講座番号  741スペイン語入門土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

プリントを使用します。

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　初めてスペイン語を学ぶ人のための入門準備コースです。初歩的な文法の説明を聞いて、簡単な会話
を練習し、初級コースへ入るための準備期間とします。「まずは、スペイン語に慣れる」ことを目指し
ます。簡単な文章を覚え、少しずつ使ってみましょう。さあ一緒に始めましょう！ 
「日常よく使う単語を一定数覚える」ことを目的とします。今学期の目標語数はプラス300単語前後です。 
　今学期は前学期で使用したテキスト『iOye! オジェ』の11課から始めます。既にテキストをお持ち
の受講生は、そちらをご持参ください。お持ちでない受講生は、プリントを配布します。 

川田  玲子
（南山大学非常勤講師）

講座番号  709土曜日土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・10・17・1/21（全10回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

アベル・カルデナス
（南山大学教授）

スペイン語初級

テキスト

注：1）スペイン語を習った事のない方は「入門クラス」を受講して下さい。 
2）この講座の対象者はDELE（スペイン文部省認定試験）A1又はスペイン語技能検定試験（西検）4 級と
　  同等のレベルの方になります。 
3）講座はすべてスペイン語で行います。 

プリントを使用します。

　El objetivo principal de este curso es desarrollar las destrezas basicas necesarias para alcanzar el 
nivel A2 del Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas y poder comunicarse de forma 
comprensible en situaciones de la vida cotidiana. En esta  parte  vamos a repasar lo aprendido en 
cursos basicos y realizar practicas espec1ficas de preparacion para aquellos participantes que esten 
interesados en tomar el examen DELE A2.

（注）学会行事等の関係により、日程の変更がある時はご了承下さい。 

講座番号  756Advanced Current Topics（上級）土曜日

開 講 日 10/1・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17・1/7（全10回）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

In this course, you will be given a variety of recent advanced-level topics from news articles that we 
will use for small group discussions during each class. Before each class you will be expected to: 1) 
read the material, and 2) prepare your opinions and questions based on the material to then share 
during class discussions. You will be expected to spend at least one hour outside of class to prepare 
for each discussion. Both new and former students are most welcome to join.

ブラッド・ディーコン
 （南山大学専任講師）

テキスト プリントを使用します。
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テキストの価格は変動する場合があります。17
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講座番号  759スペイン語中級土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・10・17・1/21（全10回）

時 　 間 15:30～17:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

アベル・カルデナス
（南山大学教授）

テキスト 『ETAPA 8  El blog』 Equipo Entinema (Edinumen)（1,650円)

注:  1）この講座の対象者は DELE（スペイン文部省認定試験）A2又はスペイン語技能検定試験（西検）3～4 級と
同等のレベルの方になります。 

　　2）講座はすべてスペイン語で行います。 
（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

　El objetivo de este curso es desarrollar las destrezas necesarias para lograr el nivel B1 del Marco 
Comun Europeo de Referencia para las Lenguas. En esta etapa los participantes van a repasar o 
aprender a expresar  gustos y sentimientos, argumentar y opinar sobre problemas actuales. Aunque 
se presentan o repasan algunos puntos gramaticales, el enfasis de la clase es en la comprension y la 
expresion orales mediante actividades en parejas y grupos pequenos. 

講座番号  740スペイン語中上級土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・10・17・1/21（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

テキスト

アベル・カルデナス
（南山大学教授）

『ETAPA 13  Textos』 Equipo Entinema (Edinumen)（1,650円)

講座番号  551スペイン語上級水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

マリア・フェルナンデス
（南山大学非常勤講師）

テキスト

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

A pesar de que esta clase es continuacion del semestre anterior, participantes nuevos seran muy 
bienvenidos. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes de nivel avanzado a mejorar su 
habilidad para expresarse en espanol, as1 como su comprension auditiva. En las clases se trataran 
temas relacionados con la actualidad y actividades para el desarrollo del vocabulario. Se espera una 
participacion activa en el aula y un poco de trabajo personal en casa. 
 
この講座はスペイン語上級者がリスニングとスピーキング能力を向上するためのものです。社会情勢や
問題について取り扱います。受講生は二人一組やグループで会話します。 

『Etapa11 Recursos-Libro del alumno/Ejercicios＋CD』 Anabel De Dios,Sonia Eusebio （Edinumen）（1,650円）

　El objetivo de este curso es desarrollar las competencias necesarias para lograr el nivel B2 del 
Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas y esta dirigido a los estudiantes que deseen 
mejorar sus destrezas para comunicarse en espanol de una manera efectiva. Aunque se hace enfasis en 
el desarrollo de la comprension auditiva y la expresion e interaccion orales, tambien se incluiran 
practicas de otras destrezas y algunos puntos gramaticales de este nivel. La clase sera muy 
interactiva y se espera que todos participen en las diferentes actividades que se realizaran en parejas 
y grupos pequenos. Ademas, si los participantes as1 lo desean, se sugeriran actividades opcionales 
para realizarse de una manera independiente fuera de clase, fomentando as1 el aprendizaje autonomo.    
NOTAS: 1）El curso esta dirigido a aquellas personas que ya han obtenido el nivel B1 del Diploma de 

Espanol como Lengua Extranjera (DELE) o su equivalente   
2）講座はすべてスペイン語で行います。 （注）テキストは初講日に教室で販売します。 

講座番号  741スペイン語入門土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

プリントを使用します。

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　初めてスペイン語を学ぶ人のための入門準備コースです。初歩的な文法の説明を聞いて、簡単な会話
を練習し、初級コースへ入るための準備期間とします。「まずは、スペイン語に慣れる」ことを目指し
ます。簡単な文章を覚え、少しずつ使ってみましょう。さあ一緒に始めましょう！ 
「日常よく使う単語を一定数覚える」ことを目的とします。今学期の目標語数はプラス300単語前後です。 
　今学期は前学期で使用したテキスト『iOye! オジェ』の11課から始めます。既にテキストをお持ち
の受講生は、そちらをご持参ください。お持ちでない受講生は、プリントを配布します。 

川田  玲子
（南山大学非常勤講師）

講座番号  709土曜日土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・10・17・1/21（全10回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

アベル・カルデナス
（南山大学教授）

スペイン語初級

テキスト

注：1）スペイン語を習った事のない方は「入門クラス」を受講して下さい。 
2）この講座の対象者はDELE（スペイン文部省認定試験）A1又はスペイン語技能検定試験（西検）4 級と
　  同等のレベルの方になります。 
3）講座はすべてスペイン語で行います。 

プリントを使用します。

　El objetivo principal de este curso es desarrollar las destrezas basicas necesarias para alcanzar el 
nivel A2 del Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas y poder comunicarse de forma 
comprensible en situaciones de la vida cotidiana. En esta  parte  vamos a repasar lo aprendido en 
cursos basicos y realizar practicas espec1ficas de preparacion para aquellos participantes que esten 
interesados en tomar el examen DELE A2.

（注）学会行事等の関係により、日程の変更がある時はご了承下さい。 

講座番号  756Advanced Current Topics（上級）土曜日

開 講 日 10/1・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17・1/7（全10回）

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

In this course, you will be given a variety of recent advanced-level topics from news articles that we 
will use for small group discussions during each class. Before each class you will be expected to: 1) 
read the material, and 2) prepare your opinions and questions based on the material to then share 
during class discussions. You will be expected to spend at least one hour outside of class to prepare 
for each discussion. Both new and former students are most welcome to join.

ブラッド・ディーコン
 （南山大学専任講師）

テキスト プリントを使用します。
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テキストの価格は変動する場合があります。 18
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ニコラ・ルメナジェ
（南山大学非常勤講師）

講座番号  590フランス語中級会話水曜日

開 講 日

時 　 間

テキスト

受 講 料

定　　員10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

プリントを使用します。

18：30～20：00 16，200円

25人

講座ごとにテーマを変え、会話を通して学ぶフランス語です。身近なシチュエーションから会話に必要な文法を身
に付けましょう。授業の前半は、会話の書き取りから始め、会話についての質問に答えられるように、会話的な表現
を中心に勉強します。授業の後半は、会話についての問題を練習し復習しています。
　 Les dialogues etudies ce semestre seront: 
 ・ Accueillir : ‘Ⅰl se fait tard !’ ; ‘Le mail de remerciement’ 
 ・ La surprise : ‘Une rencontre fortuite’ ; ‘Un peu d’inquietude’ ; ‘Une nouvelle stupefiante’;   
‘Si on m’avait dit que…’ 
 ・ Regretter, reprocher : ‘Une occasion manquee !’ ; ‘L’art de rater ses vacances’;‘Doubles  
reproches…’ 

 ・ Dire du bien : ‘Un film remarquable’; ‘C’est du grand art !’; ‘Quelqu’un de sympathique’;  
‘Une championne’ ; ‘Quel naturel!’; ‘Une veritable vocation’ 
 ・ Critiquer : ‘Sans interet!’; ‘Ratee!’; ‘Que penses-tu d’elle?’; ‘Quel comportement’ 

講座番号  751土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　本講座はすでにフランス語を学んだことのある方を対象として、半過去形や、複合過去形、単純未来
形などの時制、強調構文や関係代名詞、ジェロンディフなどの文法を学習していきます。 
　また、シャンソンやフランス映画のDVD等の視聴覚教材、フランス語の絵本作品、時事ニュース、
フランス語検定試験を想定した問題等を随時取り上げていく予定です。異なった表現形式の中でフラン
ス語がどのように使われているのかを学習しながら、総合的にフランス語の知識を向上していただくこ
とを目標としています。 
　受講生の方にどれだけフランス語を習得したかの到達点をご自分で知り、今後のフランス語学習の励
みとしていただくためにフランス語検定3級が取得できるレベルを目標としています。 

フランス語中級

新里 直樹
（元南山大学非常勤講師）

プリントを使用します。

講座番号  719土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

フランス語初級

新里 直樹
（元南山大学非常勤講師）

　本講座ではフランス文化に興味があり、フランス語を基礎から身につけたいという方のために、日常
生活のさまざまな場面での会話や聞き取り、文法を学習していきます。簡単なコミュニケーションがフ
ランス語でできるようなレベルまで、フランス語特有の表現を楽しみながら学びましょう。 
　はじめてフランス語を学ぶという方はもちろん、すでにフランス語を学習した経験があっても、はじ
めからもう一度発音や文法を学びたいという方もぜひ参加してください。この機会に一緒にフランス語
で自分の気持ちや考えていることを表現できるようになってみませんか。 
 

『はじめてのパリ（Partir pour Paris）新・改訂版』大津俊克 （朝日出版社）（2,592円）

講座番号  517フランス語初級水曜日

開 講 日

時 　 間

テキスト

受 講 料

定　　員

ニコラ・ルメナジェ
（南山大学非常勤講師）

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

『LE NOUVEAU TAXI!-1/ LIVRE+DVD-ROM』CAPELLE, MENAND（HACHETTE FLE）（3,888円）

13：30～15：00 16，200円

25人

　フランス語の基本である動詞の活用・複合過去・日常会話ができ、既にフランス語入門の学習経験が
ある方や 、復習したい方にもオススメのコースです。 
　また、この講座では、文法、書き取り、コミュニケーション、聞き取りに力を入れ、発音やグループ
で話す練習もします。 
　授業を通して、フランスの文化等を楽しく学びながら気軽な雰囲気の中でフランス語の基礎・話す力
をしっかり身に付けていきましょう。 
　今学期は Unite7 Lecon28 から始める予定です。 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  589フランス語入門水曜日

開 講 日

時 　 間

テキスト

受 講 料

定　　員

レティシア・ガルデー
（南山大学非常勤講師）

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

18：30～20：00 16，200円

25人

　フランス語会話の基礎を学ぶ講座です。実際によく使われている基礎単語や表現を実際に聴き取り、使
用することで、初歩的なコミュニケーションの手法を学びます。また文化的情報に関する知識も習得し
ましょう。日常的な場面で使われる言葉が理解できるように、聞く・話す・読むの能力をバランスよく
養成し、フランス語会話の基礎を身につけるとともに、フランス語が話されている地域への理解を深めま
す。 
 

『EDITO NIV. A1-LIVRE ＋ CD MP3 ＋ DVD』ALCARAZ-M（DIDIER）（2,464円）´

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

テキストの価格は変動する場合があります。19
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ニコラ・ルメナジェ
（南山大学非常勤講師）

講座番号  590フランス語中級会話水曜日

開 講 日

時 　 間

テキスト

受 講 料

定　　員10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

プリントを使用します。

18：30～20：00 16，200円

25人

講座ごとにテーマを変え、会話を通して学ぶフランス語です。身近なシチュエーションから会話に必要な文法を身
に付けましょう。授業の前半は、会話の書き取りから始め、会話についての質問に答えられるように、会話的な表現
を中心に勉強します。授業の後半は、会話についての問題を練習し復習しています。
　 Les dialogues etudies ce semestre seront: 
 ・ Accueillir : ‘Ⅰl se fait tard !’ ; ‘Le mail de remerciement’ 
 ・ La surprise : ‘Une rencontre fortuite’ ; ‘Un peu d’inquietude’ ; ‘Une nouvelle stupefiante’;   
‘Si on m’avait dit que…’ 
 ・ Regretter, reprocher : ‘Une occasion manquee !’ ; ‘L’art de rater ses vacances’;‘Doubles  
reproches…’ 

 ・ Dire du bien : ‘Un film remarquable’; ‘C’est du grand art !’; ‘Quelqu’un de sympathique’;  
‘Une championne’ ; ‘Quel naturel!’; ‘Une veritable vocation’ 
 ・ Critiquer : ‘Sans interet!’; ‘Ratee!’; ‘Que penses-tu d’elle?’; ‘Quel comportement’ 

講座番号  751土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　本講座はすでにフランス語を学んだことのある方を対象として、半過去形や、複合過去形、単純未来
形などの時制、強調構文や関係代名詞、ジェロンディフなどの文法を学習していきます。 
　また、シャンソンやフランス映画のDVD等の視聴覚教材、フランス語の絵本作品、時事ニュース、
フランス語検定試験を想定した問題等を随時取り上げていく予定です。異なった表現形式の中でフラン
ス語がどのように使われているのかを学習しながら、総合的にフランス語の知識を向上していただくこ
とを目標としています。 
　受講生の方にどれだけフランス語を習得したかの到達点をご自分で知り、今後のフランス語学習の励
みとしていただくためにフランス語検定3級が取得できるレベルを目標としています。 

フランス語中級

新里 直樹
（元南山大学非常勤講師）

プリントを使用します。

講座番号  719土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

フランス語初級

新里 直樹
（元南山大学非常勤講師）

　本講座ではフランス文化に興味があり、フランス語を基礎から身につけたいという方のために、日常
生活のさまざまな場面での会話や聞き取り、文法を学習していきます。簡単なコミュニケーションがフ
ランス語でできるようなレベルまで、フランス語特有の表現を楽しみながら学びましょう。 
　はじめてフランス語を学ぶという方はもちろん、すでにフランス語を学習した経験があっても、はじ
めからもう一度発音や文法を学びたいという方もぜひ参加してください。この機会に一緒にフランス語
で自分の気持ちや考えていることを表現できるようになってみませんか。 
 

『はじめてのパリ（Partir pour Paris）新・改訂版』大津俊克 （朝日出版社）（2,592円）

講座番号  517フランス語初級水曜日

開 講 日

時 　 間

テキスト

受 講 料

定　　員

ニコラ・ルメナジェ
（南山大学非常勤講師）

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

『LE NOUVEAU TAXI!-1/ LIVRE+DVD-ROM』CAPELLE, MENAND（HACHETTE FLE）（3,888円）

13：30～15：00 16，200円

25人

　フランス語の基本である動詞の活用・複合過去・日常会話ができ、既にフランス語入門の学習経験が
ある方や 、復習したい方にもオススメのコースです。 
　また、この講座では、文法、書き取り、コミュニケーション、聞き取りに力を入れ、発音やグループ
で話す練習もします。 
　授業を通して、フランスの文化等を楽しく学びながら気軽な雰囲気の中でフランス語の基礎・話す力
をしっかり身に付けていきましょう。 
　今学期は Unite7 Lecon28 から始める予定です。 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  589フランス語入門水曜日

開 講 日

時 　 間

テキスト

受 講 料

定　　員

レティシア・ガルデー
（南山大学非常勤講師）

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

18：30～20：00 16，200円

25人

　フランス語会話の基礎を学ぶ講座です。実際によく使われている基礎単語や表現を実際に聴き取り、使
用することで、初歩的なコミュニケーションの手法を学びます。また文化的情報に関する知識も習得し
ましょう。日常的な場面で使われる言葉が理解できるように、聞く・話す・読むの能力をバランスよく
養成し、フランス語会話の基礎を身につけるとともに、フランス語が話されている地域への理解を深めま
す。 
 

『EDITO NIV. A1-LIVRE ＋ CD MP3 ＋ DVD』ALCARAZ-M（DIDIER）（2,464円）´

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 
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2016



講座番号  729ドイツ語コミュニケーション（初級）土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間

テキスト

10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

鏡味 ゲルダ
（ドイツ語インストラクター）

　この講座では、ドイツ語の勉強は始めたものの、実際にドイツ語を聞いたり、ドイツ語で話したりす
る機会がなかった人を対象に、これまでに習った単語や文法の知識を使いながら基本的な聞き取りや会
話にチャレンジします。 
　クラスでは、テキストの内容についての聞き取りや、グループやペアに分かれての会話練習を行いま
す。失敗を恐れずに、あなたのドイツ語を使ってみましょう。 
　本講座の講師は、オーストリアのウイーンの出身です。ドイツ語を話すことが楽しくなるように丁寧
に練習していきます。是非トライしてみてください！ 
 

『Abfahrt neu CD付きアプファールト〈ノイ〉―スキットで学ぶドイツ語』飯田道子他（三修社）（2,592円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  514ドイツ語コミュニケーション（初級2）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/9・16・30・12/7・14・21（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ドイツ語の基本文法を学び、ドイツ語で書かれたテキストにある程度慣れた人を対象としたクラス。 
文化や暮らしに触れながら語彙を増やし日常会話表現に慣れ、発話する練習をします。 

（対象レベルA2/1： http://bit.ly/1no8ejR） 
橋本　悦子

（南山大学非常勤講師）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  559ドイツ語コミュニケーション（入門　）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間

テキスト

18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　これまでにドイツ語に全く触れたことのない人のための入門コースです。ドイツ語の発音練習から始め
て、初歩的な文法を使って様々の文章を作っていきます。簡単な会話に慣れていただくために、ゆっくりと
したテンポで進んでいきます。受講者のみなさんの様子を見ながら、授業進度を自由に設定します。ドイ
ツ語を「初級」から本格的に学んでいくためのウォーミングアップコースだとご理解ください。 
レベル表示：http://bit.ly/1no8ejR（参照してください） 

『新ドイツ語コミュニケーション』入谷幸江, 金井英一, 河野昭（三修社）（2,160円）

林田　雄二
（南山大学専任講師）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

『MENSCHEN Kursbuch Niveau A2-1 mit DVD』Charlotte Habersack（Hueber）（1,598円）

講座番号  716ポルトガル語初級土曜日

開 講 日 10/1・8・22・29・11/12・12/3・10・17・1/7・21（全10回）

時 　 間 10：30～12：00

テキスト 『総合ブラジル・ポルトガル語文法』伊藤秋仁, 富野幹雄（朝日出版社）（3,024円）

受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　今期は動詞の過去形あたりから始めます。 
　主にブラジルのポルトガル語の発音・文法・会話の初歩を学習します。講座では文法の説明の後、練
習問題を行います。また進度に応じて、既習の文法事項を含む会話文をCDを使って練習する予定です。 
知識を深めるために、辞書を活用できるようになってもらいたいとも思っています。 
　愛知、岐阜、三重の3県には多くのブラジル人が居住しています。彼らと意志の疎通をするための基
礎力を身につけると同時に、実践力をつけるのが目標です。 
 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

伊藤  秋仁
（京都外国語大学准教授）

講座番号  733ポルトガル語中級土曜日

開 講 日 10/1・8・22・29・11/12・12/3・10・17・1/7・21（全10回）

時 　 間 13：30～15：00

テキスト プリントを使用します。

受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　初級文法を一通り終えられた方を対象とします。内容はポルトガル語の比較的容易な読み物（サンパ
ウロのヨーロッパ人移民の生活）の講読、ブラジルで作成された外国人向け教本を用いた日常的な表現
の学習を行います。授業を通じて語彙力の増強や読解力の向上を目指します。CDを用いたリスニング
の練習も行います。受講生はブラジルに滞在経験のある人から初級から上がったばかりの人まで様々で
す。初めて中級を受講される人はまず実践的なポルトガル語に慣れていただくところから始めます。 

伊藤  秋仁
（京都外国語大学准教授）
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講座番号  729ドイツ語コミュニケーション（初級）土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間

テキスト

10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

鏡味 ゲルダ
（ドイツ語インストラクター）

　この講座では、ドイツ語の勉強は始めたものの、実際にドイツ語を聞いたり、ドイツ語で話したりす
る機会がなかった人を対象に、これまでに習った単語や文法の知識を使いながら基本的な聞き取りや会
話にチャレンジします。 
　クラスでは、テキストの内容についての聞き取りや、グループやペアに分かれての会話練習を行いま
す。失敗を恐れずに、あなたのドイツ語を使ってみましょう。 
　本講座の講師は、オーストリアのウイーンの出身です。ドイツ語を話すことが楽しくなるように丁寧
に練習していきます。是非トライしてみてください！ 
 

『Abfahrt neu CD付きアプファールト〈ノイ〉―スキットで学ぶドイツ語』飯田道子他（三修社）（2,592円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  514ドイツ語コミュニケーション（初級2）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/9・16・30・12/7・14・21（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ドイツ語の基本文法を学び、ドイツ語で書かれたテキストにある程度慣れた人を対象としたクラス。 
文化や暮らしに触れながら語彙を増やし日常会話表現に慣れ、発話する練習をします。 

（対象レベルA2/1： http://bit.ly/1no8ejR） 
橋本　悦子

（南山大学非常勤講師）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  559ドイツ語コミュニケーション（入門　）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間

テキスト

18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　これまでにドイツ語に全く触れたことのない人のための入門コースです。ドイツ語の発音練習から始め
て、初歩的な文法を使って様々の文章を作っていきます。簡単な会話に慣れていただくために、ゆっくりと
したテンポで進んでいきます。受講者のみなさんの様子を見ながら、授業進度を自由に設定します。ドイ
ツ語を「初級」から本格的に学んでいくためのウォーミングアップコースだとご理解ください。 
レベル表示：http://bit.ly/1no8ejR（参照してください） 

『新ドイツ語コミュニケーション』入谷幸江, 金井英一, 河野昭（三修社）（2,160円）

林田　雄二
（南山大学専任講師）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

『MENSCHEN Kursbuch Niveau A2-1 mit DVD』Charlotte Habersack（Hueber）（1,598円）

講座番号  716ポルトガル語初級土曜日

開 講 日 10/1・8・22・29・11/12・12/3・10・17・1/7・21（全10回）

時 　 間 10：30～12：00

テキスト 『総合ブラジル・ポルトガル語文法』伊藤秋仁, 富野幹雄（朝日出版社）（3,024円）

受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　今期は動詞の過去形あたりから始めます。 
　主にブラジルのポルトガル語の発音・文法・会話の初歩を学習します。講座では文法の説明の後、練
習問題を行います。また進度に応じて、既習の文法事項を含む会話文をCDを使って練習する予定です。 
知識を深めるために、辞書を活用できるようになってもらいたいとも思っています。 
　愛知、岐阜、三重の3県には多くのブラジル人が居住しています。彼らと意志の疎通をするための基
礎力を身につけると同時に、実践力をつけるのが目標です。 
 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

伊藤  秋仁
（京都外国語大学准教授）

講座番号  733ポルトガル語中級土曜日

開 講 日 10/1・8・22・29・11/12・12/3・10・17・1/7・21（全10回）

時 　 間 13：30～15：00

テキスト プリントを使用します。

受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　初級文法を一通り終えられた方を対象とします。内容はポルトガル語の比較的容易な読み物（サンパ
ウロのヨーロッパ人移民の生活）の講読、ブラジルで作成された外国人向け教本を用いた日常的な表現
の学習を行います。授業を通じて語彙力の増強や読解力の向上を目指します。CDを用いたリスニング
の練習も行います。受講生はブラジルに滞在経験のある人から初級から上がったばかりの人まで様々で
す。初めて中級を受講される人はまず実践的なポルトガル語に慣れていただくところから始めます。 

伊藤  秋仁
（京都外国語大学准教授）
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講座番号  767イタリア語初級応用土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 15:30～17:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ディエゴ・ラシィオ
（イタリア語教師・翻訳家）

　この講座では、イタリア語初級講座に通っていた方がイタリア語の勉強を続け、動詞の変更や新しい文型を習いながら
楽しくイタリア語が上手になれます。各レッスンのテーマは日常生活、ショッピング、観光、文化などの内容です。本講座で
は毎回文法だけでなく、イタリア料理のレシピ、ニュースなどを読んだり、シンプルな作文を書いたり、たくさん喋ったりし
ます。皆で楽しみながら、イタリア語が身につくでしょう！これから一人でイタリアに行けるようになりたい方、「イタリア語
が上手ですね！」 と言ってもらいたい方、中級レベルまで上達したい方は是非この講座に参加してください！  
Corso di italiano livello elementare applicato 
In questo corso, le persone che hanno studiato l’italiano a livello elementare possono continuare nel loro percorso di studi, 
e studiando i vari tempi verbali e le strutture della lingua, possono diventare bravi nell’italiano divertendosi. Il tema di 
ogni lezione trattera di argomenti come la vita quotidiana, lo shopping, il turismo, la cultura, ecc. In questo corso ad ogni 
lezione si leggeranno ricette o notizie, si scriveranno dei semplici testi, e si parlera tantissimo. Divertendoci tutti insieme, 
anche tu potrai padroneggiare l’italiano! Tutti voi che d’ora in avanti volete fare un viaggio in Italia da soli, che volete 
sentirvi dire “Parli molto bene l’italiano!”, o voi che volete migliorare la lingua fino al livello intermedio, partecipate 
assolutamente a questo corso!

テキスト プリントを使用します。

ナディア・カラット大矢
（元NHK名古屋
文化センター講師）

講座番号  552イタリア語初級水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　観光、美術、料理、ワイン、サッカー、歴史、オペラ、建築、カンツォーネ・・・・イタリアは魅力満点の国、もちろ
んイタリア語も音のきれいな素敵な言語です。イタリア旅行をより楽しくするためにも、好きな分野をより理
解するためにも、日常会話を基礎から学んでみませんか？ 
　文法や動詞の活用を、エクササイズを通して少しずつ習得していきましょう。もちろん語彙を増やすこと
も大切ですね。イタリアンジョークを交えながら、一緒に楽しく学びましょう。 
　前学期からの続きになりますので、入門レベル以上の学習経験者なら、O.K.です。 

テキスト 『FACILISSIMO』D.KRASA e A.RIBONI（ALMA EDIZIONI）（3,000円程度）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

講座番号  739土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

桑原 恒和
（名古屋外国語大学非常勤講師）

アナスタージャ・ブンドック 
（名古屋外国語大学非常勤講師）

テキスト 『イタリアーノ・イタリアーノ』マッテオ・カスターニャ,吉冨文（朝日出版社）（2,484円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

初めてのイタリア語入門

　イタリア語の動詞には－are動詞、－ere動詞、－ire動詞が在り、春期では－ere動詞の現在形の活用変化
までを学びましたが、秋期はもう一度ここまでの基礎文法の復習をした後、先述の－ire動詞の規則・不規則
変化からスタートします。途中、冠詞、名詞、動詞essere、形容詞の単数から複数への変化を学ぶ練習問題
も交じえつつゆっくりと入門の基礎固めを行います。そして補助動詞→再帰動詞を学んだ後、初めての複合時
制である近過去形へと進みます。毎週、日本人講師と外国人講師が入れ替わり、それぞれが文法・文化の解説、
応用会話、作文等を行いバランスの良い授業を目指します。今期より初めて参加される方も大歓迎です。一緒
に学びましょう。Studiamo　insieme！ 

講座番号  569ドイツ語コミュニケーション（上級1）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

テキスト

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

ヤン・ゲリット・シュトラ－ラ
（愛知県立大学准教授）

Der Kurs richtet sich an fortgeschrittene Teilnehmer, insbesondere an solche, die bereits einige Zeit 
in Deutschland verbracht haben. 
Ziel des Kurses ist es 
・ alte Kenntnisse in der deutschen Sprache wieder aufzufrischen 
・ bereits Gelerntes nicht zu vergessen 
・ neue sprachliche Strukturen und Worter hinzuzulernen. 
Inhaltlich werden Themen von allgemeinem Interesse behandelt. Dabei wird sowohl Sprechen und 
Horen als auch Lesen und Schreiben trainiert. Wir beginnen mit Lektion 5. 
Das Sprachniveau ist an dem Niveau B2 des Europaischen Referenzrahmens ausgerichtet 
(http://bit.ly/1no8ejR ).

『Sicher! in Teilbanden: Kurs- und Arbeitsbuch B2/1 Lektion 1-6 MIT Audio-CD 』Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb 他（Hueber）（2,778円）

講座番号  519ドイツ語コミュニケーション（中級　）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

梶浦 直子
（南山大学非常勤講師）

講座番号  730ドイツ語コミュニケーション（中級）土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間

テキスト

13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

鏡味 ゲルダ
（ドイツ語インストラクター）

『Deutsch mit aktuellen Themen 身につくドイツ語・初級〈改訂新版〉』前田良三 他（郁文堂）（2,700円）

 
（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

　この講座では、初級クラス同様にグループやペアワークの手法を使用しながら、初級より少しレベ
ルの高いコミュニケーション能力の養成を目指します。 
　中級クラスには、初級クラスの受講はかならずしも必要ではありませんが、ドイツ語の学習経験を
お持ちの方、海外生活をされた社会人やドイツ、オーストリアに旅行を計画されている受講生を対象
にして、少しレベルの高い講座運営ができればと考えています。 
　※テキストは、春期公開講座で、使用したものを継続します。 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer, die ihre Grundkenntnisse in der deutschen Sprache verbessen wollen. 
Mit der Hilfe von Rollenspiele, Partnerubungen und Dialogubungen werden wir alte Kenntnisse auffrischen und 
verbessern. 
Das Ziel des Kurses ist es, neues Wissen mit den alten Kenntnissen optimal zu kombinieren.

・・ ・・ 

　ドイツ語コミュニケーション初級を終えた人を対象とします。ドイツ語圏の文化や生活についてドイ
ツ語で情報を得ながら、様々な課題に取り組んでいきます。授業ではたくさんドイツ語を使うため、文
法は知っているけれど、話すこと、書くことに自信がない等、発信につなげられない人に適しています。
「ドイツ語でできる」ことを少しずつ増やしていきます。 
(対象レベルA2/2－B1/1：http://bit.ly/1no8ejR） 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

『Schritte international 5』Hilpert 他（Hueber）（2,694円）
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講座番号  767イタリア語初級応用土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 15:30～17:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ディエゴ・ラシィオ
（イタリア語教師・翻訳家）

　この講座では、イタリア語初級講座に通っていた方がイタリア語の勉強を続け、動詞の変更や新しい文型を習いながら
楽しくイタリア語が上手になれます。各レッスンのテーマは日常生活、ショッピング、観光、文化などの内容です。本講座で
は毎回文法だけでなく、イタリア料理のレシピ、ニュースなどを読んだり、シンプルな作文を書いたり、たくさん喋ったりし
ます。皆で楽しみながら、イタリア語が身につくでしょう！これから一人でイタリアに行けるようになりたい方、「イタリア語
が上手ですね！」 と言ってもらいたい方、中級レベルまで上達したい方は是非この講座に参加してください！  
Corso di italiano livello elementare applicato 
In questo corso, le persone che hanno studiato l’italiano a livello elementare possono continuare nel loro percorso di studi, 
e studiando i vari tempi verbali e le strutture della lingua, possono diventare bravi nell’italiano divertendosi. Il tema di 
ogni lezione trattera di argomenti come la vita quotidiana, lo shopping, il turismo, la cultura, ecc. In questo corso ad ogni 
lezione si leggeranno ricette o notizie, si scriveranno dei semplici testi, e si parlera tantissimo. Divertendoci tutti insieme, 
anche tu potrai padroneggiare l’italiano! Tutti voi che d’ora in avanti volete fare un viaggio in Italia da soli, che volete 
sentirvi dire “Parli molto bene l’italiano!”, o voi che volete migliorare la lingua fino al livello intermedio, partecipate 
assolutamente a questo corso!

テキスト プリントを使用します。

ナディア・カラット大矢
（元NHK名古屋
文化センター講師）

講座番号  552イタリア語初級水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　観光、美術、料理、ワイン、サッカー、歴史、オペラ、建築、カンツォーネ・・・・イタリアは魅力満点の国、もちろ
んイタリア語も音のきれいな素敵な言語です。イタリア旅行をより楽しくするためにも、好きな分野をより理
解するためにも、日常会話を基礎から学んでみませんか？ 
　文法や動詞の活用を、エクササイズを通して少しずつ習得していきましょう。もちろん語彙を増やすこと
も大切ですね。イタリアンジョークを交えながら、一緒に楽しく学びましょう。 
　前学期からの続きになりますので、入門レベル以上の学習経験者なら、O.K.です。 

テキスト 『FACILISSIMO』D.KRASA e A.RIBONI（ALMA EDIZIONI）（3,000円程度）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

講座番号  739土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

桑原 恒和
（名古屋外国語大学非常勤講師）

アナスタージャ・ブンドック 
（名古屋外国語大学非常勤講師）

テキスト 『イタリアーノ・イタリアーノ』マッテオ・カスターニャ,吉冨文（朝日出版社）（2,484円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

初めてのイタリア語入門

　イタリア語の動詞には－are動詞、－ere動詞、－ire動詞が在り、春期では－ere動詞の現在形の活用変化
までを学びましたが、秋期はもう一度ここまでの基礎文法の復習をした後、先述の－ire動詞の規則・不規則
変化からスタートします。途中、冠詞、名詞、動詞essere、形容詞の単数から複数への変化を学ぶ練習問題
も交じえつつゆっくりと入門の基礎固めを行います。そして補助動詞→再帰動詞を学んだ後、初めての複合時
制である近過去形へと進みます。毎週、日本人講師と外国人講師が入れ替わり、それぞれが文法・文化の解説、
応用会話、作文等を行いバランスの良い授業を目指します。今期より初めて参加される方も大歓迎です。一緒
に学びましょう。Studiamo　insieme！ 

講座番号  569ドイツ語コミュニケーション（上級1）水曜日

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

テキスト

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

ヤン・ゲリット・シュトラ－ラ
（愛知県立大学准教授）

Der Kurs richtet sich an fortgeschrittene Teilnehmer, insbesondere an solche, die bereits einige Zeit 
in Deutschland verbracht haben. 
Ziel des Kurses ist es 
・ alte Kenntnisse in der deutschen Sprache wieder aufzufrischen 
・ bereits Gelerntes nicht zu vergessen 
・ neue sprachliche Strukturen und Worter hinzuzulernen. 
Inhaltlich werden Themen von allgemeinem Interesse behandelt. Dabei wird sowohl Sprechen und 
Horen als auch Lesen und Schreiben trainiert. Wir beginnen mit Lektion 5. 
Das Sprachniveau ist an dem Niveau B2 des Europaischen Referenzrahmens ausgerichtet 
(http://bit.ly/1no8ejR ).

『Sicher! in Teilbanden: Kurs- und Arbeitsbuch B2/1 Lektion 1-6 MIT Audio-CD 』Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb 他（Hueber）（2,778円）

講座番号  519ドイツ語コミュニケーション（中級　）水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

梶浦 直子
（南山大学非常勤講師）

講座番号  730ドイツ語コミュニケーション（中級）土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間

テキスト

13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

鏡味 ゲルダ
（ドイツ語インストラクター）

『Deutsch mit aktuellen Themen 身につくドイツ語・初級〈改訂新版〉』前田良三 他（郁文堂）（2,700円）

 
（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

　この講座では、初級クラス同様にグループやペアワークの手法を使用しながら、初級より少しレベ
ルの高いコミュニケーション能力の養成を目指します。 
　中級クラスには、初級クラスの受講はかならずしも必要ではありませんが、ドイツ語の学習経験を
お持ちの方、海外生活をされた社会人やドイツ、オーストリアに旅行を計画されている受講生を対象
にして、少しレベルの高い講座運営ができればと考えています。 
　※テキストは、春期公開講座で、使用したものを継続します。 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer, die ihre Grundkenntnisse in der deutschen Sprache verbessen wollen. 
Mit der Hilfe von Rollenspiele, Partnerubungen und Dialogubungen werden wir alte Kenntnisse auffrischen und 
verbessern. 
Das Ziel des Kurses ist es, neues Wissen mit den alten Kenntnissen optimal zu kombinieren.

・・ ・・ 

　ドイツ語コミュニケーション初級を終えた人を対象とします。ドイツ語圏の文化や生活についてドイ
ツ語で情報を得ながら、様々な課題に取り組んでいきます。授業ではたくさんドイツ語を使うため、文
法は知っているけれど、話すこと、書くことに自信がない等、発信につなげられない人に適しています。
「ドイツ語でできる」ことを少しずつ増やしていきます。 
(対象レベルA2/2－B1/1：http://bit.ly/1no8ejR） 

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

『Schritte international 5』Hilpert 他（Hueber）（2,694円）
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講座番号  666インドネシア語（会話）金曜日

開 講 日 10/7・14・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ギラン・ユディスティラ
（南山大学非常勤講師）

 

テキスト プリントを使用します。

　基礎的な単語・文法を習得されている方のためのインドネシア語会話講座です。“生きた会話”を目標
に現代的表現を中心に毎回テーマを決めてリーディングやリスニングの練習を重ねていきたいと思ってい
ます。そして、自分で文章を作り、みんなの前で発表すること、その内容に関して質問し合うまでに上達
できるよう目指していきます。インドネシア語会話を通じてお互いに楽しく学べる場所づくりを心掛けて
いきたいです。また、講師と参加者を含めた参加型講座として進めていきたいです。そのため、皆さんの
積極的な講座への参加をお待ちしております。 
　最終的には、Saya merasa senang berbicara bahasa Indonesia.（インドネシア語で話せて楽し
い）という気持ちになるでしょう。 

講座番号  728インドネシア語初級･文法土曜日

岩田 晶子
（名古屋大学非常勤講師）

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・17・1/7・21（全10回）

時 　 間

テキスト

10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

本講座では、インドネシアの社会や文化に興味がある方のために、生活の中で使うことが

できるインドネシア語を基礎から学習します。仕事の都合でインドネシア語を学ぶ必要が出

てきた方や過去に学習経験があっても基本から復習したい方などを対象としています。 

授業では、アルファベットの読み方から始め、第7課の「動詞その1」まで学習します。テ

キストとオリジナル・プリントを使用し、基本的な文法を学んだ上で、場面に合う語彙を習得

し、日常生活のさまざまな場面で使うことができるインドネシア語を学びます。 

インドネシアとの関わりがある方や関わりが増える方、是非ご参加ください。 

『インドネシア語レッスン 初級 □1 』ホラス由美子（スリーエーネットワーク）（2,808円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  748インドネシア語中級土曜日

岩田 晶子
（名古屋大学非常勤講師）

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・17・1/7・21（全10回）

時 　 間

テキスト

13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

本講座では、インドネシアの社会や文化に興味がある方のために、生活の中で使うことが
できるインドネシア語を学習します。初級受講者の他、仕事の関係でインドネシア語を学習
されている方や、過去に学習経験がある方も対象としています。 
インドネシア語中級では、あいさつ、基本的な名詞、指示代名詞、人称代名詞、数字、時の

表現、形容詞については学習済みであることを前提に、テキストの第７課「動詞その１」から
学習します。テキストとオリジナル・プリントを使用し、基本的な文法を学んだ上で、日常生
活のさまざまな場面で使うことができるインドネシア語を楽しく学びます。 
インドネシアとの関わりがある方、ご関心のある方は、是非ご参加ください。 
 

『インドネシア語レッスン 初級 □1 』ホラス由美子（スリーエーネットワーク）（2,808円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  738実用的なイタリア語（中級応用）

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ディエゴ・ラシィオ
（イタリア語教師・翻訳家）

 

土曜日

テキスト プリントを使用します。

　イタリア語の文法をかなり勉強したのに、喋りたい時に言葉が出ないと思ったことがありませんか？ また、十分にイタリ
ア語を理解しているのに、イタリアに行ったらイタリア人の話を分からない時がありませんでしたか？ それは、イタリア語
の標準語と実際に使われているイタリア語には、たくさんの違いがあるからです。 
この講座では多くの教科書に書いていない表現などを習い、自然にイタリア語を話せるような勉強をします。毎回決まっ
たテーマについてビデオを見たり、現在はやっているカンツォーネを聞いたり、新聞や雑誌を読んだりしながら、楽しく真
のイタリアにふれましょう！ 
Nonostante abbiate studiato quasi tutta la grammatica italiana, vi e mai successo di non riuscire a dire bene quello che 
volete? Oppure, anche se capite abbastanza bene l’italiano, quando andate in Italia qualche volta vi e mai capitato di non 
capire quello che la gente dice? Questo succede perche l’italiano standard e l’italiano parlato sono a volte molto diversi. 
In questo corso studieremo numerose espressioni non presenti nei libri di testo, e impareremo a parlare fluentemente l’
italiano. Ogni lezione decideremo un tema su cui discutere, vedremo dei video, ascolteremo delle canzoni recenti e 
leggeremo il giornale. In questo modo potremo immergerci nel cuore dell’Italia! 

講座番号  651イタリア語中級（会話）金曜日

開 講 日 10/7・14・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ナディア・カラット大矢
（元NHK名古屋
文化センター講師）

In queste 10 lezioni migliorerete la vostra capacita di comprendere e praticare la lingua italiana 
tramite brani di ascolto autentico di diverso genere e difficolta. Dopo l’ascolto faremo insieme tanti 
esercizi originali e interessanti basati sui dialoghi ascoltati. Vi prometto che non vi annoierete!

テキスト 『Ci Vuole Orecchio! 1』Katia D’Angelo, Filomena Anzivino（Alma Edizioni）（2,400円程度）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 
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講座番号  666インドネシア語（会話）金曜日

開 講 日 10/7・14・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ギラン・ユディスティラ
（南山大学非常勤講師）

 

テキスト プリントを使用します。

　基礎的な単語・文法を習得されている方のためのインドネシア語会話講座です。“生きた会話”を目標
に現代的表現を中心に毎回テーマを決めてリーディングやリスニングの練習を重ねていきたいと思ってい
ます。そして、自分で文章を作り、みんなの前で発表すること、その内容に関して質問し合うまでに上達
できるよう目指していきます。インドネシア語会話を通じてお互いに楽しく学べる場所づくりを心掛けて
いきたいです。また、講師と参加者を含めた参加型講座として進めていきたいです。そのため、皆さんの
積極的な講座への参加をお待ちしております。 
　最終的には、Saya merasa senang berbicara bahasa Indonesia.（インドネシア語で話せて楽し
い）という気持ちになるでしょう。 

講座番号  728インドネシア語初級･文法土曜日

岩田 晶子
（名古屋大学非常勤講師）

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・17・1/7・21（全10回）

時 　 間

テキスト

10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

本講座では、インドネシアの社会や文化に興味がある方のために、生活の中で使うことが

できるインドネシア語を基礎から学習します。仕事の都合でインドネシア語を学ぶ必要が出

てきた方や過去に学習経験があっても基本から復習したい方などを対象としています。 

授業では、アルファベットの読み方から始め、第7課の「動詞その1」まで学習します。テ

キストとオリジナル・プリントを使用し、基本的な文法を学んだ上で、場面に合う語彙を習得

し、日常生活のさまざまな場面で使うことができるインドネシア語を学びます。 

インドネシアとの関わりがある方や関わりが増える方、是非ご参加ください。 

『インドネシア語レッスン 初級 □1 』ホラス由美子（スリーエーネットワーク）（2,808円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  748インドネシア語中級土曜日

岩田 晶子
（名古屋大学非常勤講師）

開 講 日 10/1・8・15・22・11/12・19・12/3・17・1/7・21（全10回）

時 　 間

テキスト

13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

本講座では、インドネシアの社会や文化に興味がある方のために、生活の中で使うことが
できるインドネシア語を学習します。初級受講者の他、仕事の関係でインドネシア語を学習
されている方や、過去に学習経験がある方も対象としています。 
インドネシア語中級では、あいさつ、基本的な名詞、指示代名詞、人称代名詞、数字、時の

表現、形容詞については学習済みであることを前提に、テキストの第７課「動詞その１」から
学習します。テキストとオリジナル・プリントを使用し、基本的な文法を学んだ上で、日常生
活のさまざまな場面で使うことができるインドネシア語を楽しく学びます。 
インドネシアとの関わりがある方、ご関心のある方は、是非ご参加ください。 
 

『インドネシア語レッスン 初級 □1 』ホラス由美子（スリーエーネットワーク）（2,808円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  738実用的なイタリア語（中級応用）

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ディエゴ・ラシィオ
（イタリア語教師・翻訳家）

 

土曜日

テキスト プリントを使用します。

　イタリア語の文法をかなり勉強したのに、喋りたい時に言葉が出ないと思ったことがありませんか？ また、十分にイタリ
ア語を理解しているのに、イタリアに行ったらイタリア人の話を分からない時がありませんでしたか？ それは、イタリア語
の標準語と実際に使われているイタリア語には、たくさんの違いがあるからです。 
この講座では多くの教科書に書いていない表現などを習い、自然にイタリア語を話せるような勉強をします。毎回決まっ
たテーマについてビデオを見たり、現在はやっているカンツォーネを聞いたり、新聞や雑誌を読んだりしながら、楽しく真
のイタリアにふれましょう！ 
Nonostante abbiate studiato quasi tutta la grammatica italiana, vi e mai successo di non riuscire a dire bene quello che 
volete? Oppure, anche se capite abbastanza bene l’italiano, quando andate in Italia qualche volta vi e mai capitato di non 
capire quello che la gente dice? Questo succede perche l’italiano standard e l’italiano parlato sono a volte molto diversi. 
In questo corso studieremo numerose espressioni non presenti nei libri di testo, e impareremo a parlare fluentemente l’
italiano. Ogni lezione decideremo un tema su cui discutere, vedremo dei video, ascolteremo delle canzoni recenti e 
leggeremo il giornale. In questo modo potremo immergerci nel cuore dell’Italia! 

講座番号  651イタリア語中級（会話）金曜日

開 講 日 10/7・14・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16（全10回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

ナディア・カラット大矢
（元NHK名古屋
文化センター講師）

In queste 10 lezioni migliorerete la vostra capacita di comprendere e praticare la lingua italiana 
tramite brani di ascolto autentico di diverso genere e difficolta. Dopo l’ascolto faremo insieme tanti 
esercizi originali e interessanti basati sui dialoghi ascoltati. Vi prometto che non vi annoierete!

テキスト 『Ci Vuole Orecchio! 1』Katia D’Angelo, Filomena Anzivino（Alma Edizioni）（2,400円程度）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 
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講座番号  718土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

『書いて身につくテキスト 韓国語をはじめよう 中級』李昌圭（朝日出版社）（2,592円）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

陳 大哲
（愛知大学非常勤講師）

講座番号  721韓国語 本気になったら中級1土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

『西江大 NEW西江韓国語3B』西江大学校韓国語教育院（西江大学国際文化教育院）（3,780円）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

韓国語の勉強を始めてしばらく経ち、上達のスピードも少々停滞気味という方。10月は出発の季節
です。学習法を見直してステップアップをはかりましょう。 
本講座では、日本語と似ているようで微妙に違う韓国語の文法や表現など、中級レベルの学習者がぶ

つかる疑問にお答えいたします。 
また、言語学習で何より大切なのは、話す、聞く、読む、書くという四技能のバランスです。今回の

10回講座では、語彙や表現の強化、聞き取りに力を入れ、使える韓国語の習得を目指します。 
また、韓流に触れるブレイク・タイムにもご期待ください！（歌詞カード、コンサート映像、MV等

を使い頭のエクササイズもしましょう。） 
さあ、ヨロブン、モッチンチュルバル（ではみなさん！素敵な出発を！） 

金 昭　
（南山大学非常勤講師）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

韓国語初級　（応用会話そのニ）

入門韓国語
開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

講座番号  747土曜日

陳 大哲
（愛知大学非常勤講師）

テキスト 『書いて身につくテキスト 韓国語をはじめよう 初級』李昌圭（朝日出版社）（2,592円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

韓国語の初 級Ⅵ クラスで す 。 春講座に引き続き重要ボキャブラリーを応用 し、 実生活に役に立つ会話を重点的に試みま す 。 春講座 と 
同じく会話に重点を置きながらも簡単な作文 、 リーディング 、 ヒアリングなど総合韓国語の学習の形態をとります 。 教材の進み具合を 
チェックし順調に進んだ場合 、 韓国の文化理解にもつながる映像資料も適宜みます 。 いつも口癖のように言いますが 、 ミスを恐れずより 積 
極的にミスを楽しむ中で自然と韓国語が身につくようにしたいですね 。 教材 は 『韓国語をはじめよ う 「中級 」』 を中心に進めていきます 。 

講座番号  736中 国 語 中 級土曜日

開 講 日

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

本講座は、初級を終了し、更にレベルアップを図るための講座です。 
　本講座には次の４つの特色があります。 
１．中国語の中級学力の習得。中国語検定試験３級に合格できるレベルの発音、語彙、文法の習得を目指す。 
２．ヒアリングと会話の練習を重視。中国語を聞く機会を多くし、文章を繰り返すことにより、ヒアリング能力の向

上につとめる。 
３．日本人の中国語の、発音や文法の間違いやすい点を指導し、練習を多くとりいれた授業を行う。 
４．作文の練習の際、正しい文法と中国語特有の表現を習得し、実用的な会話の練習の際にも懇切に指導。 

　中国へ短期留学したことのある方、また大学で一年程度中国語を学んだことのある方、あるいは今大学で中国語を学
んでいる方などの参加を歓迎。 
 

梁　暁虹
（南山大学教授）

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

テキスト 『語順から学ぶ中国語２』改訂版　朱捷, 朱鳳（白帝社）（2,235円）

講座番号  763実用中国語（上級）土曜日

梁　暁虹
（南山大学教授）

開 講 日

時 　 間 15：30～17：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

テキスト プリントを使用します。

講座番号  587中 国 語 初 級水曜日

開 講 日

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　この講座は、中国語の発音、基本文型と基本会話を学びます。正確な発音を身に付け、基本的な文型
に慣れ、語彙の幅を広げることによって、聴解能力を一定のレベルまで上げていき、かつ、中国語を使
って自分の意志を明確に伝えられるようになることを目標とします。それを成し遂げるには、ややハー
ドな繰り返し練習が必要ですが、おもしろく、楽しいクラスを目指しています。 
　なお、春期に引き続き、上記のテキストの後半を教える予定です。 

周　錦樟
（南山大学教授）

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

テキスト

 

『走進中国：初級漢語口語』王添　,楊徳峰（北京大学出版社）（1,500円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 
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講座番号  718土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

『書いて身につくテキスト 韓国語をはじめよう 中級』李昌圭（朝日出版社）（2,592円）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

陳 大哲
（愛知大学非常勤講師）

講座番号  721韓国語 本気になったら中級1土曜日

開 講 日

テキスト

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

『西江大 NEW西江韓国語3B』西江大学校韓国語教育院（西江大学国際文化教育院）（3,780円）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

韓国語の勉強を始めてしばらく経ち、上達のスピードも少々停滞気味という方。10月は出発の季節
です。学習法を見直してステップアップをはかりましょう。 
本講座では、日本語と似ているようで微妙に違う韓国語の文法や表現など、中級レベルの学習者がぶ

つかる疑問にお答えいたします。 
また、言語学習で何より大切なのは、話す、聞く、読む、書くという四技能のバランスです。今回の

10回講座では、語彙や表現の強化、聞き取りに力を入れ、使える韓国語の習得を目指します。 
また、韓流に触れるブレイク・タイムにもご期待ください！（歌詞カード、コンサート映像、MV等

を使い頭のエクササイズもしましょう。） 
さあ、ヨロブン、モッチンチュルバル（ではみなさん！素敵な出発を！） 

金 昭　
（南山大学非常勤講師）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

韓国語初級　（応用会話そのニ）

入門韓国語
開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

講座番号  747土曜日

陳 大哲
（愛知大学非常勤講師）

テキスト 『書いて身につくテキスト 韓国語をはじめよう 初級』李昌圭（朝日出版社）（2,592円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

韓国語の初 級Ⅵ クラスで す 。 春講座に引き続き重要ボキャブラリーを応用 し、 実生活に役に立つ会話を重点的に試みま す 。 春講座 と 
同じく会話に重点を置きながらも簡単な作文 、 リーディング 、 ヒアリングなど総合韓国語の学習の形態をとります 。 教材の進み具合を 
チェックし順調に進んだ場合 、 韓国の文化理解にもつながる映像資料も適宜みます 。 いつも口癖のように言いますが 、 ミスを恐れずより 積 
極的にミスを楽しむ中で自然と韓国語が身につくようにしたいですね 。 教材 は 『韓国語をはじめよ う 「中級 」』 を中心に進めていきます 。 

講座番号  736中 国 語 中 級土曜日

開 講 日

時 　 間 13：30～15：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

本講座は、初級を終了し、更にレベルアップを図るための講座です。 
　本講座には次の４つの特色があります。 
１．中国語の中級学力の習得。中国語検定試験３級に合格できるレベルの発音、語彙、文法の習得を目指す。 
２．ヒアリングと会話の練習を重視。中国語を聞く機会を多くし、文章を繰り返すことにより、ヒアリング能力の向

上につとめる。 
３．日本人の中国語の、発音や文法の間違いやすい点を指導し、練習を多くとりいれた授業を行う。 
４．作文の練習の際、正しい文法と中国語特有の表現を習得し、実用的な会話の練習の際にも懇切に指導。 

　中国へ短期留学したことのある方、また大学で一年程度中国語を学んだことのある方、あるいは今大学で中国語を学
んでいる方などの参加を歓迎。 
 

梁　暁虹
（南山大学教授）

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

テキスト 『語順から学ぶ中国語２』改訂版　朱捷, 朱鳳（白帝社）（2,235円）

講座番号  763実用中国語（上級）土曜日

梁　暁虹
（南山大学教授）

開 講 日

時 　 間 15：30～17：00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

テキスト プリントを使用します。

講座番号  587中 国 語 初 級水曜日

開 講 日

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

　この講座は、中国語の発音、基本文型と基本会話を学びます。正確な発音を身に付け、基本的な文型
に慣れ、語彙の幅を広げることによって、聴解能力を一定のレベルまで上げていき、かつ、中国語を使
って自分の意志を明確に伝えられるようになることを目標とします。それを成し遂げるには、ややハー
ドな繰り返し練習が必要ですが、おもしろく、楽しいクラスを目指しています。 
　なお、春期に引き続き、上記のテキストの後半を教える予定です。 

周　錦樟
（南山大学教授）

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

テキスト

 

『走進中国：初級漢語口語』王添　,楊徳峰（北京大学出版社）（1,500円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

テキストの価格は変動する場合があります。 28

2016



日商簿記3級検定試験対策講座土曜日

概   要

本講座の
対象者

時 　 間定 　 員

講師略歴

試験情報（予定）

テキスト

講義日程および講義内容

ＡＬＦＡ資格の大原オリジナル教材（テキスト、問題集、解答集）

簿記とは、商店や会社が日々行うさまざまな経済活動を、一定ルールに従い帳簿に記入し、この帳簿に基づい
て財務諸表と呼ばれる報告書にまとめ、利害関係者（会社と関わるすべての人）に報告するまでの一連の流
れのことを指します。簿記の知識は「知っていた方がよい知識から、知らなければいけない知識」に変わりつ
つあります。また、ビジネスのあらゆる場面で簿記の能力は必要とされます。 

はじめて簿記を学習される方のための講座です。簿記を一から勉強したい、簿記３級の資格を取得したい方に
試験対策にポイントを絞り、効率よく学習することで合格へと導きます。また、税理士、公認会計士といった会計
系の難関資格を目指すうえでベースとなる知識であり、その後のステップアップに有利です。 
※毎回必ず電卓を持参ください。

講座番号  916

橋村　一平・・・「資格の大原」専任講師 
資格・免許 
　日本商工会議所主催簿記能力検定１級（１９９１年６月） 
　税理士試験科目<簿記論>合格（１９９９年８月） 
主な講師経験 
　１９９２年に資格の大原に入社。当初は専門課程学生（全日制学生）を対象に簿記３・２・１級を担当、その後、
社会人対象及び大学内での簿記３級・２級講座を担当し、多くの合格者を輩出する。近年は税理士講座を中
心に担当する。  
　親切・丁寧をモットーに受講者に親身になった対応を目指します。 

回数日 程 講 義 課 目

9：30～16：20
（昼休み等休憩時間を含む） 受 講 料

試験日　2016年11月20日(日)、受験料　2,570円

　受講者は各自で申し込みを行ってください。
　　・申込方法１　最寄りの商工会議所のホームページにてインターネット申し込み
　　・申込方法２　受験願書を入手し、郵送で申し込み
　　　なお、申込期間は９月中旬から１０月中旬（各商工会議所で異なる）です。

簿記の目的、損益計算書と貸借対照表 

取引と仕訳、勘定口座への記入方法 

試算表・決算 

商品売買の記帳方法、商品有高帳 

現金および預金の記帳方法 

小口現金出納帳、手形の記帳方法 

その他勘定（有価証券～資本金） 

訂正仕訳、伝票 

決算・売上原価の計算 

その他の決算 

有形固定資産～費用および収益 

損益計算書・貸借対照表の作成 

試験対策1 

試験対策2 

試験対策3

（注）割引対象外の講座です。　

提携講座

8,000円（注） テキスト代は別途ご負担いただきます（4,000円） 50人
（最低実施人数20人）

10月1日(土)

10月8日(土)

10月15日(土)

10月22日(土)

10月29日(土)

11月12日(土)

11月19日(土)

1

2

3

4

5

6

7

※テキストは初講日に講師が教室で販売します。

３級ファイナンシャルプランニング技能士検定試験対策講座土曜日

概   要

本講座の
対象者

時 　 間定 　 員

講師略歴

テキスト

講義日程および講義内容

TAC株式会社　オリジナルテキスト一式

50人
（最低実施人数20人）

少子高齢化による年金の問題、雇用の不安、医療費改定の問題・・・などの話題がメディアで盛んに取り上げられ
ているように、私たちを取り巻く経済環境が激変しています。そこで、私たちに求められているのは、一人ひとり
が経済や金融、マネーの知識を身につけ、個人の責任において将来設計を考えていくことです。 
そのような“自己責任の時代”に大きな注目を集めているのがFPです。FP資格取得者は、金融・保険・不動産・
税金・年金などに関する幅広い知識を活用して、顧客の人生設計に合わせた資金計画を立案する、「個人レベル」
のホームドクターと言え、個人のライフプランにおける財政面の専門家として活躍することができます。 
企業はこれまで、ただ商品を販売するだけでしたが、最近ではその人のライフプラン(生活設計)に合わせて金融
商品や住宅などを販売するようになってきたので、お客様へのサービス向上の面から様々な業種で取得が奨励
されています。 

初めてＦＰを学習される方が対象です。試験合格に必要な知識を効率よく身につけることができると同時に2級
ＦＰ技能士検定試験学習の基礎固めができます。 

講座番号  915
提携講座

回数日 程 講 義 課 目 使用教材範囲

13：00～14：30
14：40～16：10 受 講 料 18,000円

受験申込期間　2016年11月7日（月）～11月28日（月）
試験日　2017年1月22日（日）　　合格発表日　2017年3月1日（水）
※受験の案内は別途講座中に行います。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ライフプランと資金計画① 

ライフプランと資金計画② 

ライフプランと資金計画③ 

ライフプランと資金計画④ 

タックス① 

タックス② 

タックス③ 

リスク管理① 

リスク管理② 

リスク管理③ 

金融資産運用① 

金融資産運用② 

金融資産運用③ 

不動産① 

不動産② 

相続・事業承継① 

相続・事業承継② 

相続・事業承継③ 

総まとめ① 

総まとめ② 

 

ライフプランと資金計画 
 

 

 

タックスプランニング 

 

 

リスク管理 
 
 
 
金融資産運用 

 

不動産 
 

 
相続・事業承継 

 

総まとめ 

10月1日（土）

10月8日（土）

10月15日（土）

10月22日（土）

10月29日（土）

11月12日（土）

11月19日（土）

12月3日（土）

12月10日（土）

12月17日（土）

（注）テキスト代は別途ご負担いただきます。（3,000円を予定） 

※テキストは初講日に講師が教室で販売します。

（注）割引対象外の講座です。　

奥村 昭吾・・・資格の学校TAC名古屋校税理士講座法人税法講師
保有資格　　税理士　社会保険労務士　行政書士　１級ファイナンシャルプランニング技能士　ＣＦＰ 
主な経歴　　１９９３年３月　愛知大学経営学部卒業 
　　　　　　税理士法人スプラウト代表社員 
　　　　　　名古屋市内の各大学でＦＰ講座講師 
 
ＦＰは学校ではなかなか教えてもらえない「お金」の知識を学ぶには最適な資格です。 
また金融機関、保険会社、不動産業界などを目指す方にとっては必須の知識となります。 
そして３級を取得した後は２級、１級と知識をステップアップすることも可能です。 
ぜひ私と一緒に楽しく「お金」の勉強をしましょう！ 
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テキストの価格は変動する場合があります。29
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日商簿記3級検定試験対策講座土曜日

概   要

本講座の
対象者

時 　 間定 　 員

講師略歴

試験情報（予定）

テキスト

講義日程および講義内容

ＡＬＦＡ資格の大原オリジナル教材（テキスト、問題集、解答集）

簿記とは、商店や会社が日々行うさまざまな経済活動を、一定ルールに従い帳簿に記入し、この帳簿に基づい
て財務諸表と呼ばれる報告書にまとめ、利害関係者（会社と関わるすべての人）に報告するまでの一連の流
れのことを指します。簿記の知識は「知っていた方がよい知識から、知らなければいけない知識」に変わりつ
つあります。また、ビジネスのあらゆる場面で簿記の能力は必要とされます。 

はじめて簿記を学習される方のための講座です。簿記を一から勉強したい、簿記３級の資格を取得したい方に
試験対策にポイントを絞り、効率よく学習することで合格へと導きます。また、税理士、公認会計士といった会計
系の難関資格を目指すうえでベースとなる知識であり、その後のステップアップに有利です。 
※毎回必ず電卓を持参ください。

講座番号  916

橋村　一平・・・「資格の大原」専任講師 
資格・免許 
　日本商工会議所主催簿記能力検定１級（１９９１年６月） 
　税理士試験科目<簿記論>合格（１９９９年８月） 
主な講師経験 
　１９９２年に資格の大原に入社。当初は専門課程学生（全日制学生）を対象に簿記３・２・１級を担当、その後、
社会人対象及び大学内での簿記３級・２級講座を担当し、多くの合格者を輩出する。近年は税理士講座を中
心に担当する。  
　親切・丁寧をモットーに受講者に親身になった対応を目指します。 

回数日 程 講 義 課 目

9：30～16：20
（昼休み等休憩時間を含む） 受 講 料

試験日　2016年11月20日(日)、受験料　2,570円

　受講者は各自で申し込みを行ってください。
　　・申込方法１　最寄りの商工会議所のホームページにてインターネット申し込み
　　・申込方法２　受験願書を入手し、郵送で申し込み
　　　なお、申込期間は９月中旬から１０月中旬（各商工会議所で異なる）です。

簿記の目的、損益計算書と貸借対照表 

取引と仕訳、勘定口座への記入方法 

試算表・決算 

商品売買の記帳方法、商品有高帳 

現金および預金の記帳方法 

小口現金出納帳、手形の記帳方法 

その他勘定（有価証券～資本金） 

訂正仕訳、伝票 

決算・売上原価の計算 

その他の決算 

有形固定資産～費用および収益 

損益計算書・貸借対照表の作成 

試験対策1 

試験対策2 

試験対策3

（注）割引対象外の講座です。　

提携講座

8,000円（注） テキスト代は別途ご負担いただきます（4,000円） 50人
（最低実施人数20人）

10月1日(土)

10月8日(土)

10月15日(土)

10月22日(土)

10月29日(土)

11月12日(土)

11月19日(土)

1

2

3

4

5

6

7

※テキストは初講日に講師が教室で販売します。

３級ファイナンシャルプランニング技能士検定試験対策講座土曜日

概   要

本講座の
対象者

時 　 間定 　 員

講師略歴

テキスト

講義日程および講義内容

TAC株式会社　オリジナルテキスト一式

50人
（最低実施人数20人）

少子高齢化による年金の問題、雇用の不安、医療費改定の問題・・・などの話題がメディアで盛んに取り上げられ
ているように、私たちを取り巻く経済環境が激変しています。そこで、私たちに求められているのは、一人ひとり
が経済や金融、マネーの知識を身につけ、個人の責任において将来設計を考えていくことです。 
そのような“自己責任の時代”に大きな注目を集めているのがFPです。FP資格取得者は、金融・保険・不動産・
税金・年金などに関する幅広い知識を活用して、顧客の人生設計に合わせた資金計画を立案する、「個人レベル」
のホームドクターと言え、個人のライフプランにおける財政面の専門家として活躍することができます。 
企業はこれまで、ただ商品を販売するだけでしたが、最近ではその人のライフプラン(生活設計)に合わせて金融
商品や住宅などを販売するようになってきたので、お客様へのサービス向上の面から様々な業種で取得が奨励
されています。 

初めてＦＰを学習される方が対象です。試験合格に必要な知識を効率よく身につけることができると同時に2級
ＦＰ技能士検定試験学習の基礎固めができます。 

講座番号  915
提携講座

回数日 程 講 義 課 目 使用教材範囲

13：00～14：30
14：40～16：10 受 講 料 18,000円

受験申込期間　2016年11月7日（月）～11月28日（月）
試験日　2017年1月22日（日）　　合格発表日　2017年3月1日（水）
※受験の案内は別途講座中に行います。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ライフプランと資金計画① 

ライフプランと資金計画② 

ライフプランと資金計画③ 

ライフプランと資金計画④ 

タックス① 

タックス② 

タックス③ 

リスク管理① 

リスク管理② 

リスク管理③ 

金融資産運用① 

金融資産運用② 

金融資産運用③ 

不動産① 

不動産② 

相続・事業承継① 

相続・事業承継② 

相続・事業承継③ 

総まとめ① 

総まとめ② 

 

ライフプランと資金計画 
 

 

 

タックスプランニング 

 

 

リスク管理 
 
 
 
金融資産運用 

 

不動産 
 

 
相続・事業承継 

 

総まとめ 

10月1日（土）

10月8日（土）

10月15日（土）

10月22日（土）

10月29日（土）

11月12日（土）

11月19日（土）

12月3日（土）

12月10日（土）

12月17日（土）

（注）テキスト代は別途ご負担いただきます。（3,000円を予定） 

※テキストは初講日に講師が教室で販売します。

（注）割引対象外の講座です。　

奥村 昭吾・・・資格の学校TAC名古屋校税理士講座法人税法講師
保有資格　　税理士　社会保険労務士　行政書士　１級ファイナンシャルプランニング技能士　ＣＦＰ 
主な経歴　　１９９３年３月　愛知大学経営学部卒業 
　　　　　　税理士法人スプラウト代表社員 
　　　　　　名古屋市内の各大学でＦＰ講座講師 
 
ＦＰは学校ではなかなか教えてもらえない「お金」の知識を学ぶには最適な資格です。 
また金融機関、保険会社、不動産業界などを目指す方にとっては必須の知識となります。 
そして３級を取得した後は２級、１級と知識をステップアップすることも可能です。 
ぜひ私と一緒に楽しく「お金」の勉強をしましょう！ 
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水曜日
講座番号  584第二言語としての日本語の習得と教育・支援

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 受 講 料

定　　員 25人

坂本　正
（南山大学教授）

テキスト

18:30～20:00 16，200円

プリントを使用します。

土曜日
講座番号  705Advanced Reading and Vocabulary（上級）

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定 　 員 25人

This class focuses on improving reading skills and building vocabulary to the Eiken One or TOEIC 
900 Level. We will read and discuss articles on Japanese politics, economy, and culture. 
The difficulty of the Eiken and TOEIC tests is the large vocabulary. Instead of memorizing many 
words, you will learn how to analyze vocabulary so you can understand unfamiliar words. Most 
English words are much like Japanese Jukugo. They are built from meaningful parts called roots, 
which are similar to Kanji. Unlike Kanji, these roots normally have a single meaning that applies to 
many words. You will learn some of these important parts, and how they combine with prefixes and 
suffixes to suggest the meaning of the word, and practice advanced level reading. 
 

ティム･チェンバーズ
（名古屋大学非常勤講師）

テキスト プリントを使用します。

土曜日
講座番号  726日本経済を学ぼう・集中講座

開 講 日 10/1・8・15・22・29（全5回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 8，100円

定 　 員 25人

　安倍首相が、2012年末に登場してから、日本経済に薄日が差してきたと思ったら、近年では少し息切れし
ているように見えます。巷では、アベノミクス・三本の矢政策が成功したのか、あるいは失敗したのかについ
て議論は尽きません。 
　本講座では、そのようなアベノミクスの背後にある経済学を確認します。これまでの様に景気が悪い時に
は、ケインズ政策（総需要増大政策）は不可欠ですが、現在の日本のように失業率が3％台といった完全雇用
に近い経済では、生産性の向上や成長戦略が必要かもしれません。 
　これから行う5回の講座を通じて、現在の日本経済について皆さんと考えていきましょう。その際の材料
は、「資本主義」、「景気循環」、「国際貿易」、「財政・金融」、「非正規雇用」の5つを予定しています。 

中矢 俊博
（南山大学教授）

テキスト 『イチからわかる 学びなおし経済学』中矢俊博（日本実業出版社）（1,620円）

　日本政府は今や留学生だけでも30万人の受け入れを目指しており、また、「ビジット・ジャパン・キャンペ
ーン」なども進めて、1000万人の外国人誘致を目指している。今後、日本国内において外国人の数が急激
に増えていくことは誰でも容易に予想できる。 
　大学や日本語学校、また、ボランティアの方たちが教えている日本語教室で学んでいる学習者も少なくは
ないが、日本国内にいる大多数の外国人は学ぶ機会さえ持っていないのではないだろうか。この講義では、
教室環境で教えている方にとっても、自然環境で外国人と接触している方にとっても役に立つような講義に
したい。 
　既に母語を身につけている学習者は第二言語としての日本語をどのように学んでいくのだろうか。三つ
の習得理論を基に受講生とともに考え、日本語の教育・支援をしている方にとって役に立つ情報を第二言語
習得研究の視点からできるだけ多く提供したい。 

NEW

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  521水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16,200円

定　　員 16人

ジム・チャップマン
（南山大学英語教育
センター語学講師）

講座番号  663金曜日

開 講 日

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

This class is designed for students hoping to improve their TOEIC score by 100 points or more. In 
class, we treat the TOEIC as a game, and by taking the test apart we learn its tricks and traps. By 
focusing on Listening and Reading Tactics students can quickly master specific TOEIC abilities and 
vastly improve their score the next time they take the TOEIC. Students are encouraged to 
personalize the class and the test tactics, allowing them to individually demystify the TOEIC test. 
In the Spring Semester, we will place more emphasis on Listening Tactics, and in the Fall Semester 
more focus will be on Reading. However, we will cover both each semester.

ジョセフ・シキ
（名古屋大学非常勤講師）

10/7・14・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16（全10回）

テキスト プリントを使用します。

Listening and Reading Tactics for the TOEIC （中上級）
R

講座番号  593水曜日

開 講 日

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16,200円

定　　員 16人10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

テキスト

Intermediate TOEIC （中級）

Introduction to TOEIC （初級）R

『Very Easy TOEIC （Second Edition）』Anne Taylor,Garrett Byrne（Compass）（2,630円）R

『TOEIC  Analyst（Second Edition）』Anne Taylor（Compass）（3,020円）
R

ジム・チャップマン
（南山大学英語教育
センター語学講師）

R

This is an introduction to TOEIC course. We will examine the various parts of the test and plan and 
practice strategies to approach each section. These strategies are different for each section so it is 
important to practice these skills and strategies at home. We will also plan for the test day and 
discuss general skills for the test such as a homework plan, how to place the test booklet and 
marking on the answer key. This is a fun and interactive course but there will be weekly homework. 
I look forward to seeing you in class!

This is an intermediate TOEIC skills course. It is meant for those who have studied TOEIC and are 
looking to improve on current scores. The seven parts of the test will be examined, Parts 3, 4 and 7 
in detail, and Critical Thinking skills will be introduced. This course is recommended for TOEIC 
scores over 500. 
 
　このコースは英語力中級者（TOEICテスト500点位の方）を対象としたTOEICクラスです。 
　参加する方はTOEICのテストを受けたことがある方で、TOEICのスコアを向上させることが目的となり
ますのでご注意下さい。 
　TOEICテストの中のパート３，４，７をメインに行い、クリティカル・シンキングを紹介します。 

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 
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水曜日
講座番号  584第二言語としての日本語の習得と教育・支援

開 講 日 10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 受 講 料

定　　員 25人

坂本　正
（南山大学教授）

テキスト

18:30～20:00 16，200円

プリントを使用します。

土曜日
講座番号  705Advanced Reading and Vocabulary（上級）

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 16，200円

定 　 員 25人

This class focuses on improving reading skills and building vocabulary to the Eiken One or TOEIC 
900 Level. We will read and discuss articles on Japanese politics, economy, and culture. 
The difficulty of the Eiken and TOEIC tests is the large vocabulary. Instead of memorizing many 
words, you will learn how to analyze vocabulary so you can understand unfamiliar words. Most 
English words are much like Japanese Jukugo. They are built from meaningful parts called roots, 
which are similar to Kanji. Unlike Kanji, these roots normally have a single meaning that applies to 
many words. You will learn some of these important parts, and how they combine with prefixes and 
suffixes to suggest the meaning of the word, and practice advanced level reading. 
 

ティム･チェンバーズ
（名古屋大学非常勤講師）

テキスト プリントを使用します。

土曜日
講座番号  726日本経済を学ぼう・集中講座

開 講 日 10/1・8・15・22・29（全5回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 8，100円

定 　 員 25人

　安倍首相が、2012年末に登場してから、日本経済に薄日が差してきたと思ったら、近年では少し息切れし
ているように見えます。巷では、アベノミクス・三本の矢政策が成功したのか、あるいは失敗したのかについ
て議論は尽きません。 
　本講座では、そのようなアベノミクスの背後にある経済学を確認します。これまでの様に景気が悪い時に
は、ケインズ政策（総需要増大政策）は不可欠ですが、現在の日本のように失業率が3％台といった完全雇用
に近い経済では、生産性の向上や成長戦略が必要かもしれません。 
　これから行う5回の講座を通じて、現在の日本経済について皆さんと考えていきましょう。その際の材料
は、「資本主義」、「景気循環」、「国際貿易」、「財政・金融」、「非正規雇用」の5つを予定しています。 

中矢 俊博
（南山大学教授）

テキスト 『イチからわかる 学びなおし経済学』中矢俊博（日本実業出版社）（1,620円）

　日本政府は今や留学生だけでも30万人の受け入れを目指しており、また、「ビジット・ジャパン・キャンペ
ーン」なども進めて、1000万人の外国人誘致を目指している。今後、日本国内において外国人の数が急激
に増えていくことは誰でも容易に予想できる。 
　大学や日本語学校、また、ボランティアの方たちが教えている日本語教室で学んでいる学習者も少なくは
ないが、日本国内にいる大多数の外国人は学ぶ機会さえ持っていないのではないだろうか。この講義では、
教室環境で教えている方にとっても、自然環境で外国人と接触している方にとっても役に立つような講義に
したい。 
　既に母語を身につけている学習者は第二言語としての日本語をどのように学んでいくのだろうか。三つ
の習得理論を基に受講生とともに考え、日本語の教育・支援をしている方にとって役に立つ情報を第二言語
習得研究の視点からできるだけ多く提供したい。 

NEW

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

講座番号  521水曜日

開 講 日

テキスト

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16,200円

定　　員 16人

ジム・チャップマン
（南山大学英語教育
センター語学講師）

講座番号  663金曜日

開 講 日

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16，200円

定　　員 25人

This class is designed for students hoping to improve their TOEIC score by 100 points or more. In 
class, we treat the TOEIC as a game, and by taking the test apart we learn its tricks and traps. By 
focusing on Listening and Reading Tactics students can quickly master specific TOEIC abilities and 
vastly improve their score the next time they take the TOEIC. Students are encouraged to 
personalize the class and the test tactics, allowing them to individually demystify the TOEIC test. 
In the Spring Semester, we will place more emphasis on Listening Tactics, and in the Fall Semester 
more focus will be on Reading. However, we will cover both each semester.

ジョセフ・シキ
（名古屋大学非常勤講師）

10/7・14・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16（全10回）

テキスト プリントを使用します。

Listening and Reading Tactics for the TOEIC （中上級）
R

講座番号  593水曜日

開 講 日

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16,200円

定　　員 16人10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

テキスト

Intermediate TOEIC （中級）

Introduction to TOEIC （初級）R

『Very Easy TOEIC （Second Edition）』Anne Taylor,Garrett Byrne（Compass）（2,630円）R

『TOEIC  Analyst（Second Edition）』Anne Taylor（Compass）（3,020円）
R

ジム・チャップマン
（南山大学英語教育
センター語学講師）

R

This is an introduction to TOEIC course. We will examine the various parts of the test and plan and 
practice strategies to approach each section. These strategies are different for each section so it is 
important to practice these skills and strategies at home. We will also plan for the test day and 
discuss general skills for the test such as a homework plan, how to place the test booklet and 
marking on the answer key. This is a fun and interactive course but there will be weekly homework. 
I look forward to seeing you in class!

This is an intermediate TOEIC skills course. It is meant for those who have studied TOEIC and are 
looking to improve on current scores. The seven parts of the test will be examined, Parts 3, 4 and 7 
in detail, and Critical Thinking skills will be introduced. This course is recommended for TOEIC 
scores over 500. 
 
　このコースは英語力中級者（TOEICテスト500点位の方）を対象としたTOEICクラスです。 
　参加する方はTOEICのテストを受けたことがある方で、TOEICのスコアを向上させることが目的となり
ますのでご注意下さい。 
　TOEICテストの中のパート３，４，７をメインに行い、クリティカル・シンキングを紹介します。 

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 

（注）テキストは初講日に教室で販売します。 
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金曜日
講座番号  669パイプオルガンの魅力（実践編）

10/7・21・11/11・25・12/9（全5回）

18:30～20:00 8，100円

12人開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

ロゴスセンター
カトリック南山教会会 　 場

ロゴスセンター 

カトリック南山教会 

 

講座番号  670グレゴリオ聖歌を歌いましょう金曜日

開 講 日 10/14・28・11/18・12/2・16（全5回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 8，100円 会 　 場 ロゴスセンター

定 　 員 35人

　ここ数年「癒し」の音楽としても注目を浴びてきているグレゴリオ聖歌。神への祈りが音を纏い響きとなった、純
粋なる、魂の音楽です。 
　この講座ではグレゴリオ聖歌の基本的な歌い方を習得します。聖歌の持つ祈りの心や神の愛、そして心の平和を
感じて頂きたく思います。 
　又、聖歌の多くは1000年以上の時をかけて発展、変化し続け、西洋クラシック音楽の基礎を築いてきました。ク
ラシック音楽との接点も含めたグレゴリオ聖歌の歴史、各聖歌の形式について、そして実際に典礼の中で応用でき
る方法についても必要に応じて判りやすく学んでいきます。 
　有名なグレゴリオ聖歌のレパートリーを中心として扱い、聖務日課とミサのレパートリーを習得したいと思います。 
　宗派を問わずグレゴリオ聖歌に興味のある方、聖歌を歌ってみたい方、Cantate Domino canticum novum! 
（主に新しい歌を歌いましょう！） 

（注）教会行事等の関係により、会場に変更のある時はご了承ください。 
 

（注）教会行事等の関係により、会場に変更のある時はご了承ください。 

10/7 

10/21 

11/11 

11/25 

12/9

　本講座は実際に「パイプオルガンを弾いてみたい」という意欲のある方を対象にしています。初心者向けの曲、有
名な曲をアレンジしたもの、そしてルネッサンスから現代までの簡単な作品を中心に、一回につき10分程度のレッ
スンを行います。 
　又、全くの初心者の方には本講座の為に特別に作曲されたTh.Meyer-Fiebig
（国立音楽大学名誉教授）作の、片手でも演奏できる作品等を収録した「アラ
ベスク小品集」を用意しております。 
　演奏の経験や技術は問いません。パイプオルガンを楽しみながら練習し、自
分にも弾ける！という経験をしていただきたく思っています。 

吉田　文
（名古屋女子大学講師・
南山大学非常勤講師）

吉田　文
（名古屋女子大学講師・
南山大学非常勤講師）

水曜日
講座番号  578パイプオルガンの魅力（実践編）

10/12・26・11/9・30・12/14（全5回）

18:30～20:00 8，100円

12人開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

会 　 場 ロゴスセンター
カトリック南山教会

（注）教会行事等の関係により、会場に変更のある時はご了承ください。 

ロゴスセンター 

 

カトリック南山教会 

10/12 

10/26 

11/9 

11/30 

12/14

　本講座は実際に「パイプオルガンを弾いてみたい」という意欲のある方を対象にしています。初心者向けの曲、有名な曲を
アレンジしたもの、そしてルネッサンスから現代までの簡単な作品を中心に、一回につき
10分程度のレッスンを行います。 
　又、全くの初心者の方には本講座の為に特別に
作曲されたTh.Meyer-Fiebig（国立音楽大学名
誉教授）作の、片手でも演奏できる作品等を収録
した「アラベスク小品集」を用意しております。 
演奏の経験や技術は問いません。パイプオル
ガンを楽しみながら練習し、自分にも弾ける！
という経験をしていただきたく思っています。 

吉田　文
（名古屋女子大学講師・
南山大学非常勤講師）

井原 義則
（愛知県立芸術大学

非常勤講師）

講座番号  723初心者のための「クラシック発声法」土曜日

開 講 日 10/8・15・22・29・11/19（全5回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 8，100円

定　　員 15人

　声楽の発声を、分かり易く丁寧に、そして楽しく学ぶことがで
きます。一番大切な腹式呼吸の方法から丁寧に行い、身体（支え）
をよく使って、豊かな響きのある声を体得できるよう、順を追っ
て分かり易く学んでいきます。 
　最終的には日本の歌曲（この道）とイタリア歌曲（カロ・ミオ・
ベン）を一曲歌えるようにしましょう。 
　床に寝ころぶこともあるので、1回目はズボンをはいてきてくだ
さい。 
事前に準備するものは特にありません。 
 

（注）学会行事等の関係により、日程に変更のある時はご了承ください。 

講座番号  592水曜日

開 講 日

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16,200円

定　　員 10人

　オペラの重唱（日本語訳詞）を歌いながら、オペラの演技を細かく学びます。 
　上級者（音楽大学声楽科在籍程度）対象ですが、専門家、アマチュア、男女、年齢を問わず参加できます。 
　１回目に受講生皆さんの歌を聞かせていただきます。その上で、その方の実力に合う他の方と2～5名の
グループを作ります。そして、相談しながらその場で演目を決め、楽譜を渡します。 
　２回目は音楽稽古を行い、まずしっかりした音楽作品として作り上げます。 
　その次の回から、グループごとに、演技をともなった徹底した細かい練習を行います。他者の演技を見学
することも大変勉強になります。 
　受講生の方が、実際の舞台に挑む自信をつけてもらうようにしたいと思います。 
　一度経験してみたいという方も大歓迎です。 
　１回目は「浜辺の歌」を用意しています。それ以外の曲を歌われる方はアカペラでお願いします。 

井原 義則
（愛知県立芸術大学

非常勤講師）

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

オペラ演技を学ぶ（上級）

（注）学会行事等の関係により、日程に変更のある時はご了承ください。 

Th.マイヤー＝フィービッヒ
（国立音楽大学名誉教授）

講座番号  671金曜日

開 講 日 10/14・28・11/18・12/2・16（全5回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 8，100円

定　　員 25人

　この講座は、数回のシリーズに渡り、様々な協奏曲を時代別に扱います。今学期は、バロック時代の
作品を取り上げます。 
　それぞれの作品の成立、作曲家の生涯や思想については勿論のこと、どなたにも判りやすい簡単な分
析や曲の中に隠された秘密のキーワード、そして自ら作曲家である講師だからこそお話できる｢人間｣と
しての作曲家人物像にも迫ります。クラシック音楽初体験の方にも、そして長年のクラシックキャリア
をお持ちの方にも、これからの音楽鑑賞の面白さに、より深みが増すことは間違いありません。水先案
内人はドイツ人作曲家・トーマス・マイヤー＝フィービッヒです。 
　今回は、ヴィヴァルディの「四季」からスタートし、バッハやヘンデルを扱います。 

（注）学会行事等の関係により、日程に変更のある時はご了承ください。 

協奏曲の歴史を探求しましょう　バロック時代
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金曜日
講座番号  669パイプオルガンの魅力（実践編）

10/7・21・11/11・25・12/9（全5回）

18:30～20:00 8，100円

12人開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

ロゴスセンター
カトリック南山教会会 　 場

ロゴスセンター 

カトリック南山教会 

 

講座番号  670グレゴリオ聖歌を歌いましょう金曜日

開 講 日 10/14・28・11/18・12/2・16（全5回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 8，100円 会 　 場 ロゴスセンター

定 　 員 35人

　ここ数年「癒し」の音楽としても注目を浴びてきているグレゴリオ聖歌。神への祈りが音を纏い響きとなった、純
粋なる、魂の音楽です。 
　この講座ではグレゴリオ聖歌の基本的な歌い方を習得します。聖歌の持つ祈りの心や神の愛、そして心の平和を
感じて頂きたく思います。 
　又、聖歌の多くは1000年以上の時をかけて発展、変化し続け、西洋クラシック音楽の基礎を築いてきました。ク
ラシック音楽との接点も含めたグレゴリオ聖歌の歴史、各聖歌の形式について、そして実際に典礼の中で応用でき
る方法についても必要に応じて判りやすく学んでいきます。 
　有名なグレゴリオ聖歌のレパートリーを中心として扱い、聖務日課とミサのレパートリーを習得したいと思います。 
　宗派を問わずグレゴリオ聖歌に興味のある方、聖歌を歌ってみたい方、Cantate Domino canticum novum! 
（主に新しい歌を歌いましょう！） 

（注）教会行事等の関係により、会場に変更のある時はご了承ください。 
 

（注）教会行事等の関係により、会場に変更のある時はご了承ください。 

10/7 

10/21 

11/11 

11/25 

12/9

　本講座は実際に「パイプオルガンを弾いてみたい」という意欲のある方を対象にしています。初心者向けの曲、有
名な曲をアレンジしたもの、そしてルネッサンスから現代までの簡単な作品を中心に、一回につき10分程度のレッ
スンを行います。 
　又、全くの初心者の方には本講座の為に特別に作曲されたTh.Meyer-Fiebig
（国立音楽大学名誉教授）作の、片手でも演奏できる作品等を収録した「アラ
ベスク小品集」を用意しております。 
　演奏の経験や技術は問いません。パイプオルガンを楽しみながら練習し、自
分にも弾ける！という経験をしていただきたく思っています。 

吉田　文
（名古屋女子大学講師・
南山大学非常勤講師）

吉田　文
（名古屋女子大学講師・
南山大学非常勤講師）

水曜日
講座番号  578パイプオルガンの魅力（実践編）

10/12・26・11/9・30・12/14（全5回）

18:30～20:00 8，100円

12人開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

会 　 場 ロゴスセンター
カトリック南山教会

（注）教会行事等の関係により、会場に変更のある時はご了承ください。 

ロゴスセンター 

 

カトリック南山教会 

10/12 

10/26 

11/9 

11/30 

12/14

　本講座は実際に「パイプオルガンを弾いてみたい」という意欲のある方を対象にしています。初心者向けの曲、有名な曲を
アレンジしたもの、そしてルネッサンスから現代までの簡単な作品を中心に、一回につき
10分程度のレッスンを行います。 
　又、全くの初心者の方には本講座の為に特別に
作曲されたTh.Meyer-Fiebig（国立音楽大学名
誉教授）作の、片手でも演奏できる作品等を収録
した「アラベスク小品集」を用意しております。 
演奏の経験や技術は問いません。パイプオル
ガンを楽しみながら練習し、自分にも弾ける！
という経験をしていただきたく思っています。 

吉田　文
（名古屋女子大学講師・
南山大学非常勤講師）

井原 義則
（愛知県立芸術大学

非常勤講師）

講座番号  723初心者のための「クラシック発声法」土曜日

開 講 日 10/8・15・22・29・11/19（全5回）

時 　 間 10:30～12:00 受 講 料 8，100円

定　　員 15人

　声楽の発声を、分かり易く丁寧に、そして楽しく学ぶことがで
きます。一番大切な腹式呼吸の方法から丁寧に行い、身体（支え）
をよく使って、豊かな響きのある声を体得できるよう、順を追っ
て分かり易く学んでいきます。 
　最終的には日本の歌曲（この道）とイタリア歌曲（カロ・ミオ・
ベン）を一曲歌えるようにしましょう。 
　床に寝ころぶこともあるので、1回目はズボンをはいてきてくだ
さい。 
事前に準備するものは特にありません。 
 

（注）学会行事等の関係により、日程に変更のある時はご了承ください。 

講座番号  592水曜日

開 講 日

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 16,200円

定　　員 10人

　オペラの重唱（日本語訳詞）を歌いながら、オペラの演技を細かく学びます。 
　上級者（音楽大学声楽科在籍程度）対象ですが、専門家、アマチュア、男女、年齢を問わず参加できます。 
　１回目に受講生皆さんの歌を聞かせていただきます。その上で、その方の実力に合う他の方と2～5名の
グループを作ります。そして、相談しながらその場で演目を決め、楽譜を渡します。 
　２回目は音楽稽古を行い、まずしっかりした音楽作品として作り上げます。 
　その次の回から、グループごとに、演技をともなった徹底した細かい練習を行います。他者の演技を見学
することも大変勉強になります。 
　受講生の方が、実際の舞台に挑む自信をつけてもらうようにしたいと思います。 
　一度経験してみたいという方も大歓迎です。 
　１回目は「浜辺の歌」を用意しています。それ以外の曲を歌われる方はアカペラでお願いします。 

井原 義則
（愛知県立芸術大学

非常勤講師）

10/5・12・19・26・11/2・9・16・30・12/7・14（全10回）

オペラ演技を学ぶ（上級）

（注）学会行事等の関係により、日程に変更のある時はご了承ください。 

Th.マイヤー＝フィービッヒ
（国立音楽大学名誉教授）

講座番号  671金曜日

開 講 日 10/14・28・11/18・12/2・16（全5回）

時 　 間 18:30～20:00 受 講 料 8，100円

定　　員 25人

　この講座は、数回のシリーズに渡り、様々な協奏曲を時代別に扱います。今学期は、バロック時代の
作品を取り上げます。 
　それぞれの作品の成立、作曲家の生涯や思想については勿論のこと、どなたにも判りやすい簡単な分
析や曲の中に隠された秘密のキーワード、そして自ら作曲家である講師だからこそお話できる｢人間｣と
しての作曲家人物像にも迫ります。クラシック音楽初体験の方にも、そして長年のクラシックキャリア
をお持ちの方にも、これからの音楽鑑賞の面白さに、より深みが増すことは間違いありません。水先案
内人はドイツ人作曲家・トーマス・マイヤー＝フィービッヒです。 
　今回は、ヴィヴァルディの「四季」からスタートし、バッハやヘンデルを扱います。 

（注）学会行事等の関係により、日程に変更のある時はご了承ください。 

協奏曲の歴史を探求しましょう　バロック時代
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土曜日
講座番号  768はじめての手話

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

15:30～17:00 5,400円

20人

大野 綾女
（手話通訳士）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

　手話を初めて学ぶ方、南山大学の手話講座を
初めて受講される方を対象に、｢手話｣「ろう者」
｢ろう文化｣への理解を深めていく講座です。 
　楽しみながら一緒にチャレンジしてみません
か？ 
　本講座では、松浦佳代氏（ろう者・手話講師）に
ご協力いただき、実際にネイティブの手話を読み
取っていただきます。 

土曜日
講座番号  745手 話 講 座 初 級

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

13:30～15:00 5,400円

20人

　手話をもう一度学び直したい方、南山大学の
手話講座を初めて受講される方を対象に「言語
としての手話」を理解する講座です。 
　手話とは？　ろう者とは？　ろう文化とは？　 
　本講座では、松浦佳代氏（ろう者・手話講師）に
ご協力いただき、実際にネイティブの手話を読み
取っていただきます。 
 

大野 綾女
（手話通訳士）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

プリントを使用します。テキスト

プリントを使用します。テキスト

※「手話講座初級」と同じプリントを使用します。 

※「はじめての手話」と同じプリントを使用します。 

 

土曜日
講座番号  700手 話 講 座 中 上 級

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

10:30～12:00 5,400円

20人

大野 綾女
（手話通訳士）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

　手話で日常会話が出来る方を対象に、手話をより
理解するためのステップアップ講座です。 
　手話の構造や文化的背景を理解し、読み取り力アップ
を目指します。 
　なお、南山大学の手話講座を初めて受講される方は、
経験にかかわらず一度「初級」または「はじめての手話」
を受講してくださるようお願いします。 
　本講座では、松浦佳代氏（ろう者・手話講師）にご協力
いただき、実際にネイティブの手話を読み取っていた
だきます。 

プリントを使用します。テキスト

細谷 博
（南山大学教授）

講座番号  710近代・現代文学の読み方、楽しみ方土曜日

土曜日
講座番号  706一千年の古典「源氏物語」を読む

10/1・15・29・11/19・12/10（全5回）

10：30～12：00 8,100円

25人

　本 裕成
（南山大学教授）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定　　員

　一千年にわたって読み継がれてきた世界の名作『源氏物語』。本講座では、この大作を単にストーリ
ーを追うだけではなく、なるべく最新の研究成果も取り入れて読み進めていきます。 
　今期は、夕霧巻の途中から読み進めていきますが、講座の最初にそれまでの粗筋についてお話しする
予定ですので、はじめて源氏物語を読まれる方もふるってご参加ください。 
　原文を解釈するだけではなく、毎回なんらかのテーマを設定してお話しする形で進めていきます。ま
た、源氏とは少し離れた古典文学の話も交え、古典文学の総合的な講座にしたいと思っています。 

『源氏物語7』玉上琢彌（角川ソフィア文庫）（843円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

テキスト

9/17・10/1・8・15・22・29・11/19・12/3・10・17（全10回）

10:30～12:00 16,200円

50人開 講 日

時 　 間 受 講 料

定　　員

未定　※受講申込をされた方には追って連絡します。テキスト

《名作の魅力》ー逍遙・二葉亭・鴎外・紅葉・漱石・正宗白鳥・志賀直哉・谷崎潤一郎・芥川龍之介・
川端康成・太宰治・三島由紀夫・大岡昇平・村上春樹・向田邦子・ゴーゴリ・ドストエフスキー・トル
ストイ・ブロンテ・フローベール・モーパッサン・ラディゲ・チェーホフ・モーム等を読んできました。 
　内外の深く心に残る名作を読み解いていきます。多様な人間像、意外なプロット（筋立）、多彩な文体、広
がる世界、痛切な思いなどをたっぷりと味わいながら、自分の嗜好を確かめ、鑑識眼を磨くことが目標です。 
はじめてでも全く問題ありません、歓迎します。毎回出席できなくても構いません。ご都合のよい時だけお
出かけください。 
　（★休講日は学会の関係等で場合により変更させて頂きます） 

　十年間続いたこの講座も今期をもって最終回となります。今回の内容は中東の過去から現在をギュ
ギュッとまとめた総集編になります。 
　イスラム以前のオリエント文明はアケメネス朝からササン朝へと引き継がれましたが、イスラムの誕
生により中東はイスラム化し、イスラム社会は発展・繁栄して世界の最先端の世界になります。しかし、
繁栄を誇ったサファヴィー朝も滅び、広大な領土を築いたオスマン帝国も第一次大戦により崩壊します。
西側列強によって都合のいいように国境が定められ、石油資源も欧米に支配されるようになりました。
パレスチナ問題が大きくなり、資源ナショナリズム、民族自決主義の声が高まり中東諸国は西側大国の
圧力を拒否し真の独立を取り戻します。イラン革命が成り、イスラム復興主義が広がりました。一方で
独裁政権が次々に崩壊した結果、再び不安定な世界になっています。混迷続く中東の過去から現在を見
つめ直して完結といたします。 

講座番号  722中東世界を読み解く土曜日

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

10:30～12:00 16,200円

25人

島　敏夫
（元福山大学教授）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定　　員

テキスト プリントを使用します。
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土曜日
講座番号  768はじめての手話

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

15:30～17:00 5,400円

20人

大野 綾女
（手話通訳士）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

　手話を初めて学ぶ方、南山大学の手話講座を
初めて受講される方を対象に、｢手話｣「ろう者」
｢ろう文化｣への理解を深めていく講座です。 
　楽しみながら一緒にチャレンジしてみません
か？ 
　本講座では、松浦佳代氏（ろう者・手話講師）に
ご協力いただき、実際にネイティブの手話を読み
取っていただきます。 

土曜日
講座番号  745手 話 講 座 初 級

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

13:30～15:00 5,400円

20人

　手話をもう一度学び直したい方、南山大学の
手話講座を初めて受講される方を対象に「言語
としての手話」を理解する講座です。 
　手話とは？　ろう者とは？　ろう文化とは？　 
　本講座では、松浦佳代氏（ろう者・手話講師）に
ご協力いただき、実際にネイティブの手話を読み
取っていただきます。 
 

大野 綾女
（手話通訳士）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

プリントを使用します。テキスト

プリントを使用します。テキスト

※「手話講座初級」と同じプリントを使用します。 

※「はじめての手話」と同じプリントを使用します。 

 

土曜日
講座番号  700手 話 講 座 中 上 級

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

10:30～12:00 5,400円

20人

大野 綾女
（手話通訳士）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

　手話で日常会話が出来る方を対象に、手話をより
理解するためのステップアップ講座です。 
　手話の構造や文化的背景を理解し、読み取り力アップ
を目指します。 
　なお、南山大学の手話講座を初めて受講される方は、
経験にかかわらず一度「初級」または「はじめての手話」
を受講してくださるようお願いします。 
　本講座では、松浦佳代氏（ろう者・手話講師）にご協力
いただき、実際にネイティブの手話を読み取っていた
だきます。 

プリントを使用します。テキスト

細谷 博
（南山大学教授）

講座番号  710近代・現代文学の読み方、楽しみ方土曜日

土曜日
講座番号  706一千年の古典「源氏物語」を読む

10/1・15・29・11/19・12/10（全5回）

10：30～12：00 8,100円

25人

　本 裕成
（南山大学教授）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定　　員

　一千年にわたって読み継がれてきた世界の名作『源氏物語』。本講座では、この大作を単にストーリ
ーを追うだけではなく、なるべく最新の研究成果も取り入れて読み進めていきます。 
　今期は、夕霧巻の途中から読み進めていきますが、講座の最初にそれまでの粗筋についてお話しする
予定ですので、はじめて源氏物語を読まれる方もふるってご参加ください。 
　原文を解釈するだけではなく、毎回なんらかのテーマを設定してお話しする形で進めていきます。ま
た、源氏とは少し離れた古典文学の話も交え、古典文学の総合的な講座にしたいと思っています。 

『源氏物語7』玉上琢彌（角川ソフィア文庫）（843円）

（注）テキストは学内の紀伊國屋書店で購入してください。 

テキスト

9/17・10/1・8・15・22・29・11/19・12/3・10・17（全10回）

10:30～12:00 16,200円

50人開 講 日

時 　 間 受 講 料

定　　員

未定　※受講申込をされた方には追って連絡します。テキスト

《名作の魅力》ー逍遙・二葉亭・鴎外・紅葉・漱石・正宗白鳥・志賀直哉・谷崎潤一郎・芥川龍之介・
川端康成・太宰治・三島由紀夫・大岡昇平・村上春樹・向田邦子・ゴーゴリ・ドストエフスキー・トル
ストイ・ブロンテ・フローベール・モーパッサン・ラディゲ・チェーホフ・モーム等を読んできました。 
　内外の深く心に残る名作を読み解いていきます。多様な人間像、意外なプロット（筋立）、多彩な文体、広
がる世界、痛切な思いなどをたっぷりと味わいながら、自分の嗜好を確かめ、鑑識眼を磨くことが目標です。 
はじめてでも全く問題ありません、歓迎します。毎回出席できなくても構いません。ご都合のよい時だけお
出かけください。 
　（★休講日は学会の関係等で場合により変更させて頂きます） 

　十年間続いたこの講座も今期をもって最終回となります。今回の内容は中東の過去から現在をギュ
ギュッとまとめた総集編になります。 
　イスラム以前のオリエント文明はアケメネス朝からササン朝へと引き継がれましたが、イスラムの誕
生により中東はイスラム化し、イスラム社会は発展・繁栄して世界の最先端の世界になります。しかし、
繁栄を誇ったサファヴィー朝も滅び、広大な領土を築いたオスマン帝国も第一次大戦により崩壊します。
西側列強によって都合のいいように国境が定められ、石油資源も欧米に支配されるようになりました。
パレスチナ問題が大きくなり、資源ナショナリズム、民族自決主義の声が高まり中東諸国は西側大国の
圧力を拒否し真の独立を取り戻します。イラン革命が成り、イスラム復興主義が広がりました。一方で
独裁政権が次々に崩壊した結果、再び不安定な世界になっています。混迷続く中東の過去から現在を見
つめ直して完結といたします。 

講座番号  722中東世界を読み解く土曜日

10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

10:30～12:00 16,200円

25人

島　敏夫
（元福山大学教授）

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定　　員

テキスト プリントを使用します。
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講座番号  764ヨガ入門土曜日

開 講 日 10/8・15・22・29・11/19・12/3・10・17・1/7・21（全10回）

時 　 間 15：30～17：00 受 講 料 16,200円

定　　員 35人

　毎日の生活は、ストレスと緊張の連続です。いつのまにか、心とからだは疲弊しています。 
ヨガ行法で心とからだのアンバランスを軽減していきましょう。 
　毎回、やさしいポーズを中心に「正しい呼吸」「ゆったりとした無理のないポーズ」「意識の集中」
を大切にして行います。 
　初めての方、からだのかたい方でも大丈夫です。 
 
〈服装〉ヨガのできる軽装、上履きは不要 
〈持ち物〉タオル 
　　　　　　　（お持ちであれば、ヨガマット、キルティングマット等、床に敷く物） 
注）：インストラクターの資格を取得・認定・保有およびこれらに相当 
　　　する方、また現在インストラクター養成講座等に在籍中, 
　　　研修中の方の受講はご遠慮ください。 
 

岩田 とく香
（ヨガインストラクター）

金曜日
講座番号  655太極拳入門《陳式入門十九式》

開 講 日 10/7・14・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16（全10回）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 30人

丁　  傑
（中国武術高段位七段）

　陳式は、太極拳の源流とみなされ、らせん状の動きが特徴で激しい突き蹴りを含んだものです。陳式入門十九式
の基本動作を中心に練習する中で、動作を覚えるだけでなく「心静・体鬆」という、身体をリラックスさせ意識で動作、
呼吸を導いていけるように指導します。 
　続けることで自己治癒能力がアップし、足
腰の筋肉強化にもつながります。 
 

〈服装〉太極拳ができるような服、上履きは不要 
（動きやすいもの） 

土曜日
講座番号  754書道入門－基本から暮らしに役立つ書まで－

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16,200円

定　　員 25人

　書の醸し出す雰囲気は千差万別です。 
　講座では、中国の名蹟を基に学び美しい文字を習得しましょう。そして、日常生活に筆文字を
生かしてみませんか。 
－いざ、美文字の世界へ－  

（注）書道用具一式をご持参ください 
　　（墨汁可、紙20枚程度） 
 
 

関根  玉振
（日展依嘱、（公）中部日本書道会
副理事長、読売書法会常任理事）

桑原 恒和
（名古屋外国語大学
非常勤講師）

講座番号  761土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 15：30～17：00 受 講 料 16,200円

定　　員 25人

イタリアの美術館へ行こう！

　今期はイタリアの各美術館の所蔵作品を基にウフィツィ美術館（フィレンツェ）→ピッティ絵画館（フ
ィレンツェ）→アッカデーミア美術館（ヴェネーツィア）→ヴァティカン美術館（ローマ）の順にゆっ
くりと鑑賞して参ります。合わせてイタリア人の人生観やものの考え方等の地中海的発想や、古代ロー
マ帝国や中世の都市国家の歴史から来る処世術など極東の島国の民族であった我々日本人とは大きく異
なるイタリア人の生き方そのものにも触れつつ、その神がかりの様な芸術作品を味わいます。又、現地
ですぐに役立つ簡単な旅行会話も行い、より身近にイタリアを感じられる様、準備します。Allora,andiamo！
アッローラ　アンディアーモ！（さあ、行きましょう！） 

プリントを使用します。テキスト

2016

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト

テキストの価格は変動する場合があります。37



講座番号  764ヨガ入門土曜日

開 講 日 10/8・15・22・29・11/19・12/3・10・17・1/7・21（全10回）

時 　 間 15：30～17：00 受 講 料 16,200円

定　　員 35人

　毎日の生活は、ストレスと緊張の連続です。いつのまにか、心とからだは疲弊しています。 
ヨガ行法で心とからだのアンバランスを軽減していきましょう。 
　毎回、やさしいポーズを中心に「正しい呼吸」「ゆったりとした無理のないポーズ」「意識の集中」
を大切にして行います。 
　初めての方、からだのかたい方でも大丈夫です。 
 
〈服装〉ヨガのできる軽装、上履きは不要 
〈持ち物〉タオル 
　　　　　　　（お持ちであれば、ヨガマット、キルティングマット等、床に敷く物） 
注）：インストラクターの資格を取得・認定・保有およびこれらに相当 
　　　する方、また現在インストラクター養成講座等に在籍中, 
　　　研修中の方の受講はご遠慮ください。 
 

岩田 とく香
（ヨガインストラクター）

金曜日
講座番号  655太極拳入門《陳式入門十九式》

開 講 日 10/7・14・21・28・11/11・18・25・12/2・9・16（全10回）

時 　 間 18：30～20：00 受 講 料 16，200円

定　　員 30人

丁　  傑
（中国武術高段位七段）

　陳式は、太極拳の源流とみなされ、らせん状の動きが特徴で激しい突き蹴りを含んだものです。陳式入門十九式
の基本動作を中心に練習する中で、動作を覚えるだけでなく「心静・体鬆」という、身体をリラックスさせ意識で動作、
呼吸を導いていけるように指導します。 
　続けることで自己治癒能力がアップし、足
腰の筋肉強化にもつながります。 
 

〈服装〉太極拳ができるような服、上履きは不要 
（動きやすいもの） 

土曜日
講座番号  754書道入門－基本から暮らしに役立つ書まで－

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 13:30～15:00 受 講 料 16,200円

定　　員 25人

　書の醸し出す雰囲気は千差万別です。 
　講座では、中国の名蹟を基に学び美しい文字を習得しましょう。そして、日常生活に筆文字を
生かしてみませんか。 
－いざ、美文字の世界へ－  

（注）書道用具一式をご持参ください 
　　（墨汁可、紙20枚程度） 
 
 

関根  玉振
（日展依嘱、（公）中部日本書道会
副理事長、読売書法会常任理事）

桑原 恒和
（名古屋外国語大学
非常勤講師）

講座番号  761土曜日

開 講 日 10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3・10・17（全10回）

時 　 間 15：30～17：00 受 講 料 16,200円

定　　員 25人

イタリアの美術館へ行こう！

　今期はイタリアの各美術館の所蔵作品を基にウフィツィ美術館（フィレンツェ）→ピッティ絵画館（フ
ィレンツェ）→アッカデーミア美術館（ヴェネーツィア）→ヴァティカン美術館（ローマ）の順にゆっ
くりと鑑賞して参ります。合わせてイタリア人の人生観やものの考え方等の地中海的発想や、古代ロー
マ帝国や中世の都市国家の歴史から来る処世術など極東の島国の民族であった我々日本人とは大きく異
なるイタリア人の生き方そのものにも触れつつ、その神がかりの様な芸術作品を味わいます。又、現地
ですぐに役立つ簡単な旅行会話も行い、より身近にイタリアを感じられる様、準備します。Allora,andiamo！
アッローラ　アンディアーモ！（さあ、行きましょう！） 

プリントを使用します。テキスト
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土曜日

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

講座番号  746国際地域文化を考える―2016年大統領選挙とアメリカの今 
10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3（全8回）

13:30～15:00 12,960円

40人

テキスト プリントを使用します。

講　　師

上村　直樹
（南山大学教授）

藤本　博
（南山大学教授）

川島　正樹
（南山大学教授）

山岸　敬和
（南山大学教授）

平岩　恵里子
（南山大学准教授）

山辺　省太
（南山大学准教授）

第1回（10/1）＜イントロダクション：2016年大統領選挙に見るアメリカの今＞

　初回の講座は、講座全体のイントロダクションとして、大統領選挙がアメリカの政治や社会にとって持つ意味

について考えます。アメリカの政治は、歴史的に大統領選挙を契機にしばしば重要な変化を経験してきたと言わ

れます。それでは今回の大統領選挙に見られる「トランプ現象」や「サンダース現象」は、そうした歴史的な文

脈の中でどのように位置付けられるのでしょうか。アメリカ政治や社会の大きな変化をはらむものでしょうか。

また現在のアメリカ社会における世代間や「人種」間の断絶、格差の拡大等の現象とどのように結びついている

のでしょうか。さらに本年の大統領選挙に見られる動きの中にアメリカの過去・現在・未来をどのように読み取

ることができるでしょうか。初回の講座では、こうした点について政治・経済・歴史・外交・文化（文学）とい

った多様な側面から検討していくという本講座のねらいについて説明します。 

担当：未定 

 

第2回（10/8）＜アメリカ大統領選挙と人種＞

　「トランプ現象」や「サンダース現象」の含む今回のアメリカ大統領選挙の背景にある「人種」と世代間の深

い断絶について、最新の統計的資料を駆使して明らかにしていきます。まずオバマ政権の誕生の背景と歴史的意

義について明らかにします。オバマ氏は母親が白人なのにどうして「黒人初の大統領」と呼ばれるのでしょうか。

まず植民地時代初期に端を発するアメリカ特有の「血の一滴の掟」が成立した歴史的背景について説明します。

次に簡略に「すべて人は生まれながら平等である」と宣言したアメリカで奴隷制が残った理由、つぎに南北戦争

後に奴隷制が廃止され、憲法を修正して投票権を含む市民権を認められた黒人たちが、なぜ1世紀にわたって諸権

利を否定されただけでなく、連邦最高裁がそれを全したかについても説明します。そして最後に「トランプ現象」

や「サンダース現象」の背後にある「人種」と世代間格差について説明します。 

担当：川島　正樹（南山大学教授） 

 

第3回（10/15）＜アメリカ大統領選挙と文学における大統領表象＞

　この回では、政治的な側面から少し離れて、文学作品とともに大統領選挙に纏わる諸問題を考えていきます。

一見、文学は大統領選挙とは無関係のように映りますが、そこに潜む様々な人間心理を炙り出してくれるかもし

れません。今回の話の中で取り上げられる大きな問題は、やはり、ドナルド・トランプ氏のような過激な政治政

策を掲げる候補者が、なぜあれだけの熱狂的支持を勝ち得ることができるのか、ということでしょう。移民政策

においても経済政策においても、様々な「壁」を打ち立て、アメリカの国益を死守しようとするトランプ氏の主

張にどうして多くのアメリカ人が同意するのか、特に階級的な視点から話題を提供していきます。 

担当：山辺　省太（南山大学准教授） 

 

 

※この講座は、上記講師陣によるオムニバス形式の講座です。

NEW

第4回（10/22）＜アメリカ大統領選挙の仕組み・現状・歴史＞

　この講座の目的は、アメリカ大統領制度、大統領選挙の仕組み、そしてアメリカ政治の大きな歴史的変化につ

いて概説しながら、現在進行形の大統領選挙について議論することにあります。特に、オバマ政権が歴史的にど

のように位置付けられるのか、ヒラリー・クリントンやドナルド・トランプをどのように評価したら良いのか、

そして、「ポスト・オバマ」のアメリカをどのように予測したら良いのかについて焦点を当てていきます。もし

可能であれば、山岸敬和、西川賢編著「ポスト・オバマのアメリカ」（大学教育出版、2016年）を講座前にお

読みいただくとより理解が深められます。 

担当：山岸　敬和（南山大学教授） 

第5回（10/29）＜アメリカ大統領選挙と戦争＞

　「9.11同時多発テロ」直後からアメリカ主導で展開されてきた「対テロ戦争」をめぐり大統領選挙でいかなる

外交論争が展開されているかを中心に、歴史的文脈をふまえ今後の「対テロ戦争」の行方について考えます。ア

メリカは「同時多発テロ」直後にアフガニスタンを攻撃し、2003年3月にはイラク戦争を開始するなど「対テロ

戦争」を展開してきました。しかし、約15年を経た今日、「対テロ戦争」によって中東地域では「暴力の連鎖」

がおさまらず、アフガニスタンやイラクでは安定とは程遠い状況が継続し、「イスラーム国」（ＩＳ）が台頭し

て現在もなお抗戦を続けています。大統領選挙の中でこの状況に対する解決策と展望がどのように語られている

かについて考えます。 

担当：藤本　博（南山大学教授） 

 

第6回（11/12）＜アメリカ大統領選挙と移民・対外経済関係＞

　アメリカは移民によって成り立ってきた国です。それゆえ、誰をどこからどのように入れるか？は常に国を左

右する大きな課題であり続けています。経済学的には、移民の受け入れは厚生水準を引き上げることが分かって

います。しかし、移民が社会的、文化的な軋轢をもたらしうることは現在の欧州が直面する混乱からも察せられ、

しばしば政治家から発せられる反移民発言もそこに理由を求めることができます。TPPなど経済連携協定への反

対論も似たところがあります。経済学は自由貿易が望ましいことを主張しますが、かつて1990年代にNAFTA（ア

メリカ・カナダ・メキシコ間の自由貿易協定）を巡る論争がありました。本講座では、大統領選挙をプリズムと

して、アメリカの移民や貿易政策を共に考えていきます。 

担当：平岩　恵里子（南山大学准教授） 

 

第7回（11/19）＜大統領選挙後の座談会＞

　本年のアメリカ大統領選挙の結果に関して、政治・経済・歴史・外交・文化（文学）の諸側面から座談会形式

で受講者との質疑応答を中心にその意味を考えます。 

担当：未定 

 

第8回（12/3）＜アメリカ大統領選挙と外交・日米関係＞

　アメリカの大統領選挙は、ベトナム戦争やイラク戦争などの一部の例外を除いて歴史的に外交問題が大きな争

点となることは少なく、むしろ雇用や景気等の国内問題が重要な争点となってきたと言われます。しかし、一方

では特に第二次世界大戦後は対外問題は大統領がリーダーシップを発揮しやすい分野であり、「自由世界の指導者」

としての資質が大統領候補には常に問われてきたことも事実です。それでは今回の大統領選挙ではどうだったで

しょうか。そして日米関係は選挙戦の中でどのように扱われたでしょうか。また新大統領は対外関係にどのよう

な方針で臨むのか。日米関係はどのようになるのか。講座では、こうした問題について考えていきます。 

担当：上村　直樹（南山大学教授） 
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土曜日

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

講座番号  746国際地域文化を考える―2016年大統領選挙とアメリカの今 
10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/3（全8回）

13:30～15:00 12,960円

40人

テキスト プリントを使用します。

講　　師

上村　直樹
（南山大学教授）

藤本　博
（南山大学教授）

川島　正樹
（南山大学教授）

山岸　敬和
（南山大学教授）

平岩　恵里子
（南山大学准教授）

山辺　省太
（南山大学准教授）

第1回（10/1）＜イントロダクション：2016年大統領選挙に見るアメリカの今＞

　初回の講座は、講座全体のイントロダクションとして、大統領選挙がアメリカの政治や社会にとって持つ意味

について考えます。アメリカの政治は、歴史的に大統領選挙を契機にしばしば重要な変化を経験してきたと言わ

れます。それでは今回の大統領選挙に見られる「トランプ現象」や「サンダース現象」は、そうした歴史的な文

脈の中でどのように位置付けられるのでしょうか。アメリカ政治や社会の大きな変化をはらむものでしょうか。

また現在のアメリカ社会における世代間や「人種」間の断絶、格差の拡大等の現象とどのように結びついている

のでしょうか。さらに本年の大統領選挙に見られる動きの中にアメリカの過去・現在・未来をどのように読み取

ることができるでしょうか。初回の講座では、こうした点について政治・経済・歴史・外交・文化（文学）とい

った多様な側面から検討していくという本講座のねらいについて説明します。 

担当：未定 

 

第2回（10/8）＜アメリカ大統領選挙と人種＞

　「トランプ現象」や「サンダース現象」の含む今回のアメリカ大統領選挙の背景にある「人種」と世代間の深

い断絶について、最新の統計的資料を駆使して明らかにしていきます。まずオバマ政権の誕生の背景と歴史的意

義について明らかにします。オバマ氏は母親が白人なのにどうして「黒人初の大統領」と呼ばれるのでしょうか。

まず植民地時代初期に端を発するアメリカ特有の「血の一滴の掟」が成立した歴史的背景について説明します。

次に簡略に「すべて人は生まれながら平等である」と宣言したアメリカで奴隷制が残った理由、つぎに南北戦争

後に奴隷制が廃止され、憲法を修正して投票権を含む市民権を認められた黒人たちが、なぜ1世紀にわたって諸権

利を否定されただけでなく、連邦最高裁がそれを全したかについても説明します。そして最後に「トランプ現象」

や「サンダース現象」の背後にある「人種」と世代間格差について説明します。 

担当：川島　正樹（南山大学教授） 

 

第3回（10/15）＜アメリカ大統領選挙と文学における大統領表象＞

　この回では、政治的な側面から少し離れて、文学作品とともに大統領選挙に纏わる諸問題を考えていきます。

一見、文学は大統領選挙とは無関係のように映りますが、そこに潜む様々な人間心理を炙り出してくれるかもし

れません。今回の話の中で取り上げられる大きな問題は、やはり、ドナルド・トランプ氏のような過激な政治政

策を掲げる候補者が、なぜあれだけの熱狂的支持を勝ち得ることができるのか、ということでしょう。移民政策

においても経済政策においても、様々な「壁」を打ち立て、アメリカの国益を死守しようとするトランプ氏の主

張にどうして多くのアメリカ人が同意するのか、特に階級的な視点から話題を提供していきます。 

担当：山辺　省太（南山大学准教授） 

 

 

※この講座は、上記講師陣によるオムニバス形式の講座です。

NEW

第4回（10/22）＜アメリカ大統領選挙の仕組み・現状・歴史＞

　この講座の目的は、アメリカ大統領制度、大統領選挙の仕組み、そしてアメリカ政治の大きな歴史的変化につ

いて概説しながら、現在進行形の大統領選挙について議論することにあります。特に、オバマ政権が歴史的にど

のように位置付けられるのか、ヒラリー・クリントンやドナルド・トランプをどのように評価したら良いのか、

そして、「ポスト・オバマ」のアメリカをどのように予測したら良いのかについて焦点を当てていきます。もし

可能であれば、山岸敬和、西川賢編著「ポスト・オバマのアメリカ」（大学教育出版、2016年）を講座前にお

読みいただくとより理解が深められます。 

担当：山岸　敬和（南山大学教授） 

第5回（10/29）＜アメリカ大統領選挙と戦争＞

　「9.11同時多発テロ」直後からアメリカ主導で展開されてきた「対テロ戦争」をめぐり大統領選挙でいかなる

外交論争が展開されているかを中心に、歴史的文脈をふまえ今後の「対テロ戦争」の行方について考えます。ア

メリカは「同時多発テロ」直後にアフガニスタンを攻撃し、2003年3月にはイラク戦争を開始するなど「対テロ

戦争」を展開してきました。しかし、約15年を経た今日、「対テロ戦争」によって中東地域では「暴力の連鎖」

がおさまらず、アフガニスタンやイラクでは安定とは程遠い状況が継続し、「イスラーム国」（ＩＳ）が台頭し

て現在もなお抗戦を続けています。大統領選挙の中でこの状況に対する解決策と展望がどのように語られている

かについて考えます。 

担当：藤本　博（南山大学教授） 

 

第6回（11/12）＜アメリカ大統領選挙と移民・対外経済関係＞

　アメリカは移民によって成り立ってきた国です。それゆえ、誰をどこからどのように入れるか？は常に国を左

右する大きな課題であり続けています。経済学的には、移民の受け入れは厚生水準を引き上げることが分かって

います。しかし、移民が社会的、文化的な軋轢をもたらしうることは現在の欧州が直面する混乱からも察せられ、

しばしば政治家から発せられる反移民発言もそこに理由を求めることができます。TPPなど経済連携協定への反

対論も似たところがあります。経済学は自由貿易が望ましいことを主張しますが、かつて1990年代にNAFTA（ア

メリカ・カナダ・メキシコ間の自由貿易協定）を巡る論争がありました。本講座では、大統領選挙をプリズムと

して、アメリカの移民や貿易政策を共に考えていきます。 

担当：平岩　恵里子（南山大学准教授） 

 

第7回（11/19）＜大統領選挙後の座談会＞

　本年のアメリカ大統領選挙の結果に関して、政治・経済・歴史・外交・文化（文学）の諸側面から座談会形式

で受講者との質疑応答を中心にその意味を考えます。 

担当：未定 

 

第8回（12/3）＜アメリカ大統領選挙と外交・日米関係＞

　アメリカの大統領選挙は、ベトナム戦争やイラク戦争などの一部の例外を除いて歴史的に外交問題が大きな争

点となることは少なく、むしろ雇用や景気等の国内問題が重要な争点となってきたと言われます。しかし、一方

では特に第二次世界大戦後は対外問題は大統領がリーダーシップを発揮しやすい分野であり、「自由世界の指導者」

としての資質が大統領候補には常に問われてきたことも事実です。それでは今回の大統領選挙ではどうだったで

しょうか。そして日米関係は選挙戦の中でどのように扱われたでしょうか。また新大統領は対外関係にどのよう

な方針で臨むのか。日米関係はどのようになるのか。講座では、こうした問題について考えていきます。 

担当：上村　直樹（南山大学教授） 
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テキストの価格は変動する場合があります。 40



土曜日

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

講座番号  760暮 ら し と 法
10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/10（全8回）

15:30～17:00 12,960円

40人

テキスト プリントを使用します。

菅原　真
（南山大学教授）

　この講座では、「憲法から見る代理母出産問題」を扱います。女性の社会進出に伴う晩婚化の影響な
どもあって、現在の日本社会ではカップルの10組に1組が不妊カップルであると言われています。他
方で、生殖補助医療の進展はめざましいものがあります。アメリカの一部の州では、第三者の女性が不
妊女性に代わって出産する「代理出産」が認められており、日本人タレントMさん夫妻がアメリカ人女
性と代理出産契約を結び、双子の子どもを授かった事例は、当時大変注目されました。Mさん夫妻は双
子が自分たちの実子であることを求めて裁判で争いましたが、最高裁は2007年3月23日にMさん夫
妻の敗訴決定を下しました。婚姻や家族をめぐる法制度も少しずつ変わる現在、あらためて「代理出産」
を憲法の観点から考えてみます。依頼者の「子をもつ権利」、代理母の自己決定権、生まれてくる子ど
もの権利、医師の医行為に対する規制のあり方、生殖ビジネスの許認可など、様々なことを考慮しなけ
ればならない問題です。ご一緒に考えていきましょう。 
（11/19、12/10） 

石田　秀博 
（南山大学教授）

　日常生活において紛争が生じた場合、最終的には裁判所に判断をしてもらい、それで決着がつく、
と思われる方も多いと思います。ところが、実際には、判決で出てもそれに従わない場合も少な
くありません。そういう場合には、強制執行という手続が必要になります。また、仮に裁判で勝
訴しても、被告が財産を事前に処分してしまっていたような場合には、権利を実現することはで
きません。そのために、民事保全と呼ばれる手段を裁判の前に行うことも必要になります。本講
座では、春学期で扱った民事訴訟手続の延長戦上の問題として、強制執行、民事保全について扱
いたいと思います。 
　講座では、強制執行・民事保全手続を概観した後、これらの手続の現状および問題点について検
討します。 
（10/1、10/8） 

　この講座では、私たちの生活に深くかかわる民法のいくつかの制度を紹介します。民法は人が生
まれてから死ぬまでの生活の様々な場面について扱う基本的な法律です。このうち、春期は契約に
関する民法のルールをお話ししました。秋期は所有権と損害賠償についてお話します。 
　まずは所有権について、特に土地や建物を念頭において、これらを所有することとはどのような
権利なのか、そしてこれらを制限する借地権や借家権との関係などを検討します。次に損害賠償に
ついて、例えば、交通事故や製造物責任などを念頭に、民法その他の法律の基本的なルールを検討
します。 
（10/15、10/22） 

洞澤　秀雄
（南山大学准教授）

　この講座では、「再エネ発電施設の立地・設置をめぐる紛争と法」を扱います。福島原発事故以
降、再生可能エネルギーへの期待が高まっており、再エネ発電を支援する制度も整備されてきまし
た。財政支援の仕組みとしての固定価格買取制度を背景に、太陽光発電施設、バイオマス発電施設、
風力発電施設などが各地で計画され設置されてきています。しかし、こうした再エネ施設は時とし
て、紛争の火種となる迷惑施設とも捉えられることもあります。最近も、愛知県で「海上の森」に
隣接する土地での無許可での太陽光発電施設の設置が問題となりました。かつて火力発電所、原子
力発電所、ダムなどの設置をめぐって多くの紛争があったことの反省の上で、再エネ発電施設につ
いても地域と共生した形での立地・設置、操業が求められます。 
 　こうした課題について、風力発電施設を中心に講座をしてゆきます。景観紛争になりやすい陸
上風力発電所の適正立地や地域との共生、今後の洋上風力発電所への期待と法的課題などについて、
考察してゆきます。 
（10/29、11/12） 

都筑　満雄
（南山大学教授）
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土曜日

開 講 日

時 　 間 受 講 料

定 　 員

講座番号  760暮 ら し と 法
10/1・8・15・22・29・11/12・19・12/10（全8回）

15:30～17:00 12,960円

40人

テキスト プリントを使用します。

菅原　真
（南山大学教授）

　この講座では、「憲法から見る代理母出産問題」を扱います。女性の社会進出に伴う晩婚化の影響な
どもあって、現在の日本社会ではカップルの10組に1組が不妊カップルであると言われています。他
方で、生殖補助医療の進展はめざましいものがあります。アメリカの一部の州では、第三者の女性が不
妊女性に代わって出産する「代理出産」が認められており、日本人タレントMさん夫妻がアメリカ人女
性と代理出産契約を結び、双子の子どもを授かった事例は、当時大変注目されました。Mさん夫妻は双
子が自分たちの実子であることを求めて裁判で争いましたが、最高裁は2007年3月23日にMさん夫
妻の敗訴決定を下しました。婚姻や家族をめぐる法制度も少しずつ変わる現在、あらためて「代理出産」
を憲法の観点から考えてみます。依頼者の「子をもつ権利」、代理母の自己決定権、生まれてくる子ど
もの権利、医師の医行為に対する規制のあり方、生殖ビジネスの許認可など、様々なことを考慮しなけ
ればならない問題です。ご一緒に考えていきましょう。 
（11/19、12/10） 

石田　秀博 
（南山大学教授）

　日常生活において紛争が生じた場合、最終的には裁判所に判断をしてもらい、それで決着がつく、
と思われる方も多いと思います。ところが、実際には、判決で出てもそれに従わない場合も少な
くありません。そういう場合には、強制執行という手続が必要になります。また、仮に裁判で勝
訴しても、被告が財産を事前に処分してしまっていたような場合には、権利を実現することはで
きません。そのために、民事保全と呼ばれる手段を裁判の前に行うことも必要になります。本講
座では、春学期で扱った民事訴訟手続の延長戦上の問題として、強制執行、民事保全について扱
いたいと思います。 
　講座では、強制執行・民事保全手続を概観した後、これらの手続の現状および問題点について検
討します。 
（10/1、10/8） 

　この講座では、私たちの生活に深くかかわる民法のいくつかの制度を紹介します。民法は人が生
まれてから死ぬまでの生活の様々な場面について扱う基本的な法律です。このうち、春期は契約に
関する民法のルールをお話ししました。秋期は所有権と損害賠償についてお話します。 
　まずは所有権について、特に土地や建物を念頭において、これらを所有することとはどのような
権利なのか、そしてこれらを制限する借地権や借家権との関係などを検討します。次に損害賠償に
ついて、例えば、交通事故や製造物責任などを念頭に、民法その他の法律の基本的なルールを検討
します。 
（10/15、10/22） 

洞澤　秀雄
（南山大学准教授）

　この講座では、「再エネ発電施設の立地・設置をめぐる紛争と法」を扱います。福島原発事故以
降、再生可能エネルギーへの期待が高まっており、再エネ発電を支援する制度も整備されてきまし
た。財政支援の仕組みとしての固定価格買取制度を背景に、太陽光発電施設、バイオマス発電施設、
風力発電施設などが各地で計画され設置されてきています。しかし、こうした再エネ施設は時とし
て、紛争の火種となる迷惑施設とも捉えられることもあります。最近も、愛知県で「海上の森」に
隣接する土地での無許可での太陽光発電施設の設置が問題となりました。かつて火力発電所、原子
力発電所、ダムなどの設置をめぐって多くの紛争があったことの反省の上で、再エネ発電施設につ
いても地域と共生した形での立地・設置、操業が求められます。 
 　こうした課題について、風力発電施設を中心に講座をしてゆきます。景観紛争になりやすい陸
上風力発電所の適正立地や地域との共生、今後の洋上風力発電所への期待と法的課題などについて、
考察してゆきます。 
（10/29、11/12） 

都筑　満雄
（南山大学教授）

　南山エクステンション・カレッジは、南山大学における教育モットー「Hominis Dignitati（人間の尊厳の

ために）」を標榜して、社会人向け生涯学習事業を行っています。「南山だからできる、一歩上の学び」を提

供しています。 

　2015年度実績は下記の通りです。 

また、南山エクステンション・カレッジでは、次のような事業にも取り組んでいます。 

事業についての詳細は、南山エクステンション・カレッジのWebページでご確認ください。 
http://office.nanzan-u.ac.jp/EXTENSION/

自治体（教育委員会）との連携・協力により、市民大学講座などを開講しています。 

2015年度は下記の自治体で実施いたしました。 

　豊明市・瀬戸市・春日井市 

2016年度の学外講座は、各自治体にお問い合わせください。 

1 南山大学「学外講座」

南山大学の在学生を対象に、スキルやキャリアアップを図るための講座を開設しています。 

4 学生向け特別講座

南山大学創立50周年記念基金により、公開講演会を実施しています。 

地域社会の生涯学習ニーズにお応えすべく、経済・社会・世界情勢・教育・芸術など幅広い分野から提供

しています。 

3 南山大学創立50周年記念基金事業「公開講演会」

1977年度から、高等学校英語担当教員の方々を対象とするセミナ－を、本学外国語学部教員を講師と

して毎年開催しています。本学名古屋キャンパスを会場に、夏季の3日間で実施しています。 

2 南山大学「英語教員セミナー」

1. 男女別 2. 年齢別

 春 期 秋 期 合 計

男性 416 335 751

女性 828 713 1,541

合計 1,244 1,048 2,292

（人） 
男性
32.8%

女性
67.2%

40代

50代

60代

70代

10代
0.9% 20代

10.9%

30代
12.2%

16.9%

22.5%

27.1%

7.6%

80代以上
1.8%
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受講申込における注意事項

【受講申込期間外に届いたハガキまたはFAXによる申込について】

　受講申込期間外に南山エクステンション・カレッジ事務室に届いたハガキまたはFAXの

「受講申込書」は、一切受付けません。

　受講申込期間外に届いた場合は、申込者へ電話等による連絡は行わず、「受講申込書」に記載

された住所へ返送いたします。事務手続き上、返送までに時間を要する場合がありますので、

ご注意ください。

１．新規
２．既受講生（  　　　  年度受講）個人番号 
３．南山学園卒業生（学校名  　　　　　　：　　　　　　 年度卒）
４．南山学園在学生（学校名  　　　　　　：学籍番号　　　　　  ）
５．教職員（所属名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

駐車許可申請書 送付希望

南山エクステンション・カレッジ
（イ）郵便ハガキ利用受講申込書 事務局使用欄

講座番号 曜日 講座名

有　・　無

〒

登録区分（○をお付けください）

年　　月　　日 （西暦で）

（○をお付け
ください）

　１．会社員
２．公務員
３．教員

４．学生
５．無職
６．その他

（　　　　）　　　　　-

（　　　　）　　　　　-

次のとおり講座を申し込みます。

職 業 等

こ
こ
に
個
人
情
報
保
護
シ
ー
ル
を
お
貼
り
く
だ
さ
い
。

男 ・ 女
ふ り が な

氏 　 名

電 　 話

携 　 帯

（　　　　）　　　　　-F A X

メイルアドレス

生年月日

住 　 所

［ 申込期間 ］7月20日（水）9:00～9月5日（月）17:00　※期間外に到着したものは無効

　南山エクステンション・カレッジでは、受講申込時に受講申込書の必要事項を記入いただいております。皆様から頂戴したこれらの情報
は厳重に管理し、講座の運営に利用いたします。抹消等の依頼に対しては、遅滞なく申告者の全ての個人情報を削除します。これらの取扱
にご理解いただき、受講申込書に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

（個人情報の取扱について）

受講申込書記入方法

●上段に「ふりがな」下段に楷書で
氏名をご記入ください。

●市外局番から正確にご記入ください。

●学校名、卒業年度をご記入ください。

●学校名、学籍番号をご記入ください。

●教職員は必ず所属をご記入ください。

●性別に○をつけ、生年月日を
西暦でご記入ください。

●既受講生は、必ず、個人番号を
　ご記入ください。

※本人確認のため、必ずご記入
　ください。

●駐車許可申請書を希望の方は
○をつけてください。

※駐車許可には審査があります。
　詳細はP.9をご参照ください。

●講座番号・曜日・講座名を
ご記入ください。

※受講申込書1枚につき、
　お一人様のご記入でお願いします。

※住所等は省略せずに、すべてご記入
　ください。

複数講座を受講される方は、曜日・時間が
重複しないように注意してください。
重複して申し込んだ場合、両方とも受講受付
できません。
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