
 

 

 

愛知学院大学では、一般の方に大学の施設を開放し学びの場として、生涯学習の要請に応え 

るよう努めています。秋学期も実施いたします。新しい講座もありますので、講座詳細シラバス 

をご確認いただき、奮ってご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度秋学期オープンカレッジ 講座詳細シラバス  

折り紙で 

脳トレしよう 

担当講師 久馬 栄道 （教養部 准教授） 

曜日・時間 秋学期 水曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 10/4、11、18、25、11/1、8、15、22、29、12/6、13日（予備日） 

教材 折り紙、はさみ、定規など必要なものはこちらで準備します。 

講座内容  

「折り紙で楽しく脳トレしましょう」 

日本の伝統的遊戯である折り紙は、現代では単に子供の遊びにとどまっていません。現代の折り紙は、非

常に知的パズルとして洗練され、その応用は人工衛星のアンテナや、数学のトポロジー等にも応用されてい

ます。 

現代では、世界６０カ国以上で多くの折り紙作家が活躍し、非常に高度な技術を競っていることは、テレ

ビ等でおなじみでしょう。 

この講義は、そういった折り紙の奥深さを探求し、その楽しさを一緒に味わい、大いに脳トレすることを

目的とします。 

 

（1）日本の伝統的な連鶴                             （2）さらに進んだ連鶴 

（3）日本の数学者が考案したバラの蕾の折り鶴 （4）バラの折り紙 

（5）グルグル折り                （6）グルグル折りの応用である風化した貝                        

(7) ロボットの折り紙                                    (8)  鳥の折り紙  

(9) ユニット折り紙                                  (10) 超難解折り紙に挑戦 

                            

なお受講者の理解の状況等に応じて、授業内容は柔軟に変更されます。 

 



2017年度秋学期オープンカレッジ 講座詳細シラバス 

韓国語初級 

担当講師 金 美淑（キム  ミスク） （教養部 非常勤講師） 

曜日・時間 秋学期 火曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 10/3、10、17、24、31、11/7、14、21、28、12/5、12（予備日） 

教材 新装版 「できる韓国語初級Ⅱ」 DEKIRU 出版 2000円+税 

講座内容 

ハングルの読み書きや簡単な基礎文法を、既にある程度身につけている方向けのコースです。以前に韓国語を

少し学習したことがある方や、再度勉強したいと思っている方に最適です。易しい文法やよく使う表現など、参

加者のレベルに合わせて進めていきます。 

講座で使用するテキストは韓国語初級の後半で学ぶ内容を丁寧に纏めており、韓国語を学びながら韓国の文化

の話題についても多く取り上げていて、楽しく学習できる内容です。韓国語を「話す・聞く・読む・書く」を繰

り返すことで自然と身につけていきましょう。 

講座詳細 

開講日  内容 

１  10/3  授業の内容説明、簡単な自己紹介 

２  10/10  第１課 ①動詞の現在連体形「-는」     ②～して「-아/어서」  

３  10/17  第２課  ①動詞の過去連体形「-(으)ㄴ」   ②～したことがある「-(으)ㄴ 적이 있다」  

４  10/24  第３課   ①動詞の未来連体形「-(으)ㄹ」 ②～するつもりです 「-(으)ㄹ 거예요」 

５  10/31  第１課・第２課・第３課の復習  

６  11/7  第４課 ①形容詞の現在連体形「-(으)ㄴ」②名詞文の現在連体形「-인」 

７  11/14  第５課   ①～するのですが、～するのに「-(으)ㄴ/는데」  

８  11/21 ①電話表現  ②並列表現「-고,-아/어서」  ③第４課・第５課の復習 

９  11/28  第６課   ①ㅂ不規則活用 ②理由「-(으)니까」 

１０  12/5  ①天気について、②まとめ 
 

 

韓国語会話 

担当講師 柳 朱燕 (リュウ  ジュウヨン) （教養部 非常勤講師） 

曜日・時間 秋学期 月曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 10/2、16、23、30、11/6、13、20、27、12/4、11、18（予備日） 

教材 New 가나다 Korean初級２ 

講座内容 

この講座は基礎文法及び簡単な会話力が身についた方を対象にします。講義はテキストに沿って進めていきま

す。よく使われる場面を設定し、簡単な会話をはじめ応用会話の表現を習得し、より豊かな会話ができることを

目指します。受講生の学習レベルにより授業の進み具合を流動的に行います。 

 

第 1 回： 第１２課 「季節」「-군요」 

第 2 回： 集中会話（날씨 관련 대화 나누기） 

第 3 回： 第１３課 「天気」「-네요」「-(이)나」 

第 4 回： 集中会話（일기예보에 이해하기） 

第 5 回： 第１４課 「秋」「-지요?」「-겠네요」 

第 6 回： 集中会話（이어지는 응답 고르기） 

第 7 回： 第１５課 「冬」「-(으)ㄹ 때」「-(으)ㄹ  것이다」 

第 8 回： 集中会話（여행대화 이어가기） 

第 9 回： 第１６課 「経歴」「-(으)로」「-는 동안」 

第 10 回： 集中会話（한국어 학습 경력 묻고 대답하기） 



2017年度秋学期オープンカレッジ 講座詳細シラバス 

歌や会話を楽しむ 

英会話 

担当講師 林 淑蕙（リン スーフェイ） （教養部 非常勤講師） 

曜日・時間 秋学期 火曜日・2時限（11：10～12：40） 

期間 10/3、10、17、24、31、11/7、14、21、28、12/5、12（予備日） 

教材 
Communication with Tourists Made Easy: You’re Welcome 

(Cengage Learning) 

講座内容 

この授業では、”Marry Had a Little Lamb”(めりーさんのひつじ), “Twinkle Twinkle Little Star”（きらき

らぼし） “”London Bridge”（ロンドン橋）などの歌を歌ったり、マザー・グースでリズムを練習したりし

て、英会話を楽しんで進めていきます。 

 

10/03  (1) Self-Introduction, For here, or to go? 

10/10  (2) How many are in your party? 

10/17  (3) I’ll be right back. 

10/24  (4) Would you like me to heat this up? 

10/31  (5) Your total comes to 3,240 yen. 

11/07  (6) I’m truly sorry for the trouble. 

11/14  (7) Do you have a reservation? 

11/21  (8) Wi-Fi is available in this area. 

11/28  (9) I highly recommend Sakura Restaurant. 

12/05 (10) Turn right at the first intersection 

 
 

日常英会話 

（英検 3級程度） 

担当講師 ダニエル ダンクリー （教養部 外国人教師） 

曜日・時間 秋学期 火曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 10/3、10、17、24、31、11/7、14、21、28、12/5、12（予備日） 

教材 先生作成の資料（無料） 

講座内容 

自分の考えや意見を、より正確に伝達できるようになるための発展的な能力を演習形式で身につける。 

話題：夏休みの経験、子供の頃の思い出、交通機関、我が町の施設、電子機器など。 
 

Lesson 1 How was your vacation?  夏休みの経験 

Lesson 2 Childhood memories (I used to..)  子供の頃の思い出 

Lesson 3 Transportation (There are too many…)  交通機関 

Lesson 4 My city (There should be …)  我が町の施設 

Lesson 5 Technology (It’s for…ing)  電子機器 

Lesson 6 Technology, instructions  (Remember to…)  機器の操作 

Lesson 7 Festivals (It’s a day when…)  祭り 

Lesson 8 Celebrations (first…,  then…)  祝うイベント 

Lesson 9 Travel advice (You should.. You don’t have to…)  旅行のアドバイス 

Lesson 10 Next year (I’m going to…)  来年の計画 



2017年度秋学期オープンカレッジ 講座詳細シラバス 

トラベル英会話 

（英検 3級程度） 

担当講師 若槻 なぎさ （文学部 非常勤講師） 

曜日・時間 秋学期 火曜日・3時限（13：30～15：00） 

期間 10/3、10、17、24、31、11/7、14、21、28、12/5、12（予備日） 

教材 Let’s Go Abroad !          センゲージラーニング 

講座内容 

初級の英語学習者を対象に、海外旅行先での様々な場面で必要となる英会話のフレーズをペアやグループで練習

します。自分の意思を伝えられることを目標とします。各ユニットではモデルダイアローグの一部聞き取り、内

容を理解したうえで音読練習をし、最終的には自分のことを話せるように応用練習をしていきます。よく使われ

る語句や表現も学びます。最後にリスニング問題とリーディング問題に取り組み、観光名所についてのトリビア

を紹介します。 

 
第  1回  Ｕｎｉｔ ６ レストラン          レストランの予約  ウエイターとの会話(注文) 

第  2回  Ｕｎｉｔ ６ レストラン          ウエイトレスの説明  レストランメニュー 

第  3回  Ｕｎｉｔ ７ ミュージカル         チケット売り場で  幕間にケイトと話す 

第  4回  Ｕｎｉｔ ７ ミュージカル         ミュージカルの宣伝  ミュージカルのパンフレット 

第  5回  Ｕｎｉｔ ８  体調不良          体調を伝える  ドラッグストアでの会話 

第  6回  Ｕｎｉｔ ８  体調不良          薬の説明  健康センター案内文 

第  7回  Ｕｎｉｔ ９ スーパーでの買い物    買い物リストについて話す  売り場を尋ねる 

第  8回  Ｕｎｉｔ ９ スーパーでの買い物    スーパーのアナウンス  スーパーの広告 

第  9回  Ｕｎｉｔ 10  スポーツ観戦         地下鉄に乗る  チームについて話す 

第 10回   Ｕｎｉｔ 10  スポーツ観戦        野球の試合中継  ニューヨークヤンキース 
 

楽しく学べる 

バラエティ英会話 

担当講師 清水 義和 （教養部 客員教授） 

曜日・時間 秋学期 金曜日・4時限（15：10～16：40） 

期間 10/6、13、20、27、11/10、17、24、12/1、8、15、22（予備日） 

教材 「日常会話教本」プリント配布 

講座内容 

オードリー・ヘップバーンの「ローマの休日」を楽しむキャッチボール式英会話。パートナーと一緒に 

旅立ち、何時の間にか不思議な国で、英語を話している貴方を見つけましょう。   

〈あなたも英語が話せる実感を〉通訳のベテランから「英会話は毎日１０分間英語を話し、ＮＨＫのＢＳ 

ニュースを毎日 1 時間聞けば、3 か月で英語を聴いて話せます」と聞きました。時には、映画館で洋画を 

観て英語を楽しみましょう。観光の国日本、2020 年の東京オリンピックには英語が必要です。海外では、 

ナイアガラ、英国湖水地方、フィンランド、ネパール、ペンシルバニアに旅してみましょう。  

 

10 月  6日 オリエンテーション レッスン１  「ローマの休日」をオードリーと英語でおしゃべりタイム。                                                  

10 月 13日 レッスン ２        「カサブランカ」の空港でイングリッド・バーグマンと ‘I miss you’ の英会話。                               

10 月 20日 レッスン ３        「テイファニーで朝食」しながら英会話を。 オードリーとのコーヒー・タイム。                                                              

10 月 27日 レッスン ４        「マイ・フェア・レデイ」のテイ―・パーテイで ‘Cup of Te’ の面白英会話。                                                             

11 月 10日 レッソン ５        「アービイロード」 で「イマジン」を。ジョンとヨーコの青春の日々。 想いで英会話。                                                               

11 月 17日 レッソン ６        「ブラームスはお好き」でクラッシクを聴きながら、バーグマンと英会話しましょう。                                                               

11 月 24日 レッスン ７        ボブ・デイランと「風に吹かれて」を口ずさみながら英会話を。 （フォークソング）                                                                

12 月  1日 レッスン  ８        ヴィヴィアン・リーと 「風と共に去りぬ」で懐かしのラブロマンスを英会話で。                                                            

12 月  8日 レッソン  ９        エリザベス・テイラーの「ヴァージニア・ウルフなんか怖くない」で英語も怖くない。     

12月 15日 レッスン 10       「ナイアガラ」でマリリン・モンローと英語でチャット。アメリカのパーテイへの招待。                                                          

12月 22日 予備日           （ビング・クロスビーの「ホワイトクリスマス」クリスマス・パーテイのデコレーション） 
 


