
民俗学入門

蛸島 直（文学部 教授）

春学期　木曜日・2時限（11：10～12：40）

5/21、28、6/4、11、18、25、7/2（予備日）

プリント配布

■講座内容

「日本の民間伝承とその成り立ちを考える」

　民俗学は、口承文芸・衣食住・年中行事・人生儀礼・祭礼・妖怪・民間医療・俗信等 と々幅広い
研究対象をもっています。今回の講座では、その中から５つのテーマを選んで、お話しさせていた
だきます。なお、初回には、民俗学（日本民俗学）とは何か、民族学や文化人類学との共通点と相
違点を含めて説明いたします。

■講座内容
　仏教は、人と人がともに生きる世界をどのように描いてきたのか。日本の仏教者の思想の中に、ともに
生きることの意味を見出し、わたしたちにとって生きる糧とは何かを考えます。

「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） ５/12 石田 「行基と菩薩行」
（２） ５/19 小林 「御嶽山と覚明・普寛」
（３） ５/26 横山 「瑩山禅師の人と思想」
（４） ６/２ 林 「鴻雪爪と肉食妻帯令」
（５） ６/９ 佐藤 「『正法眼蔵随聞記』と道元禅師」
（６） ６/16 石田 「良寛と人々」
（７） ６/23 小林 「大峯山と林実利」
（８） ６/30 引田 「忍性と弱者救済」
（９） ７/７ 林 「宮沢賢治の「雨ニモマケズ」」
（10） ７/14 佐藤 「『正法眼蔵』と道元禅師」

担当講師

曜日・時間

期　　間

教　　材

折り紙で
脳トレしよう

久馬 栄道（教養部 准教授）

秋学期　水曜日・3時限（13：30～15：00）

10/7、14、21、28、11/4、11、18、25、12/2、9、16（予備日）

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

担当講師

曜日・時間

期 間

教 材

（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
　なお受講者の理解度により、授業の内容は柔軟に変更されます。

第１回 民俗学とそのレパートリー
第２回 食文化の多様性
第３回 日本人の贈答
第４回 妖怪像の成立
第５回 昔話と伝説
第６回 民間医療と俗信

オープンカレッジのご案内オープンカレッジのご案内

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。学びたいという思いのある方、ぜひ本学のオープンカレッジに参加してみませんか？

オープンカレッジの教室は一般社会人の方のみで構成されます。
少人数授業で楽しく学べます！

春学期 申込締切：４月15日（水）
春学期の申込受付は、3月26日（木）から開始します。

秋学期 申込締切：9月10日（木）
秋学期の申込受付は、8月20日（木）から開始します。

日進キャンパス
のみで開催

申込方法：申込用紙（ホームページよりダウンロード）または任意の
用紙に必要項目（①氏名（フリガナ）②住所 ③電話番号 ④希望講
座名）を記入し、右記の連絡先までFAX・メールまたは郵送にてお
送りください。

連絡先
エクステンションセンター
TEL:0561-73-1111（代表）FAX:0561-73-9222
E-mail:ocollege@dpc.agu.ac.jp

●受講料：16,500円（税込）（全10回講座）
　　　　　9,900円（税込）（全6回講座）
●駐車料：2,200円（1年間利用できます）
●特　典：図書館を利用できるライブラリーカード

※テキストを使用する講座は、お申込み後
の資料送付時にご案内します。価格は
2,000円～2,500円ほどになります。

石田 尚敬、小林 奈央子、佐藤 悦成、林 淳、引田 弘道、
横山 龍顯（文学部 宗教文化学科 専任教員）
春学期　火曜日・3時限（13：30～15：00）
5/12、19、26、6/2、9、16、23、30、7/7、14、21（予備日）
プリント配布

担当講師

曜日・時間
期　　間
教　　材

日本仏教の世界

《全10回講座》■学期のみ秋

《全10回講座》■学期のみ春

《全６回講座》■学期のみ春

開講期間５月中旬～７月中旬

開講期間10月初旬～12月中旬



楽しく触れ合う
韓国語

（入門～初級）

表現力アップの
ための韓国語
(初級～中級)

トラベル英会話
（英検3級程度）

日常英会話
（英検3級程度）

担当講師

曜日・時間

期 間

教 材

若槻 なぎさ（文学部 非常勤講師）
春・秋学期　火曜日・3時限（13：30～15：00）
春：5/12、19、26、6/2、9、16、23、30、7/7、14、21（予備日）
秋（予定）：10/6、13、20、27、11/10、17、24、12/1、8、15、22（予備日）
Adventure Abroad　マクミランランゲージハウス
Let’s Learn English with Pop Hits!　成美堂

担当講師
曜日・時間

期 間

教 材

■講座内容（春学期）
　このコースは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。今回から楽しくリスニングの強化を
目的にポップソングを聞く機会を設け同時に中学程度の初歩的な文法の復習も行います。

第１回　Adventure Abroad Unit 1　Here’s Your Boarding Pass 空港にて
第２回　Pop Hits! Unit 1　歌”You’re Beautiful”
第３回　Pop Hits! Unit 1　Be動詞
第４回　Adventure Abroad Unit 2　So, Where Are You From? 自己紹介
第５回　Pop Hits! Unit 2　歌” I Want it That Way”
第６回　Pop Hits! Unit 2　一般動詞・現在形
第７回　Adventure Abroad Unit 3　A Good Hotel at a Great Price! ホテルのチェックイン
第８回　Pop Hits! Unit 3　歌”The First Time”
第９回　Pop Hits! Unit 3　一般動詞・過去形
第10回　Adventure Abroad Unit 4　Planning a Day Trip ツアーについて尋ねる

■講座内容（春学期）
　韓国語の入門・初級講座として、基本的な日常会話を題材にハングルの文字を覚え、正しい発音を身に
つけるとともに、基礎文法を習得することを目標とします。何よりも、本講座のモットーは、楽しく勉強して
いくことです！
　初級レベルの語彙、助詞、表現を覚え、挨拶や自己紹介など基礎的なコミュニケーション能力を身につけ
ていきます。授業はわかりやすさを重視し、K-POPや観光の場面などでよく使われる韓国語の表現も取り
入れ、楽しく習得できるようにします。2019年度の引き続きになりますが、もちろん新たなご参加も大歓迎！

第１回：復習
第２回：第10課　몇 시부터예요?（固有数字）
第３回：第11課　언제 일본에 왔어요?（過去形）
第４回：第12課　성함이 어떻게 되세요?（敬語）
第５回：第13課　어디에 다녀 오셨어요?（敬語の過去形）
第６回：第14課　한국은 일본과 비슷하지만 많이 다르지요?（確認、逆説）
第７回：第15課　온천에 가고 싶어요.（希望）
第８回：第16課　선물을 사서 돈을 많이 써요.（理由・原因）
第９回：第17課　결혼식에 뭘 입고 가면 돼요?（許可求め）
第10回：復習、まとめ

担当講師
曜日・時間

期 間

教 材

李 承俊（イ・スンジュン）（教養部 非常勤講師）
春・秋学期　月曜日・3時限（13：30～15：00）
春：5/11、18、25、6/1、8、15、22、29、7/6、13、20（予備日）
秋（予定）：10/5、12、19、26、11/2、9、16、30、12/7、14、21（予備日）
新大久保語学院　李志暎『新装版 できる韓国語 初級Ⅰ』、アスク

李 廷（イ・ジョン）（教養部 非常勤講師）
春・秋学期　火曜日・3時限（13：30～15：00）
春：5/12、19、26、6/2、9、16、23、30、7/7、14、21（予備日）
秋（予定）：10/6、13、20、27、11/10、17、24、12/1、8、15、22（予備日）
『できる韓国語初級Ⅱ』、DEKIRU出版

担当講師
曜日・時間

期 間

教 材

ダニエル ダンクリー（文学部 非常勤講師）
春・秋学期　火曜日・3時限（13：30～15：00）
春：5/12、19、26、6/2、9、16、23、30、7/7、14、21（予備日）
秋（予定）：10/6、13、20、27、11/10、17、24、12/1、8、15、22（予備日）
プリント（無料）

■講座内容（春学期）

１回目 Introductions, What’s new?　紹介、最近の出来事
２回目 Health and exercise　健康・運動
３回目 Invitations　招待
４回目 Healthy lifestyles　健康・習慣
５回目 Transportation schedules　交通機関・時間
６回目 Travel plans　旅行の計画
７回目 Travel problems　旅行のトラブル
８回目 Comparing products　商品の比較
９回目 Shopping, evaluating　買い物・評価
10回目 Summer Plans for 2020　夏休みの 計画・希望

　この講座は、ハングルの基本的な文法や決まり文句などある程度身につけている学習者を対象に、会話を中心
に文法を学んでいきます。長年日本で社会人向けの韓国語講師を務めていた経験を活かし、楽しく、分かりやすく、
丁寧に指導し韓国語学習者方々が文法を学びながら日常会話に慣れ、使いこなせるようにします。
　講座で使える教材は、前回講座の引き続きになりますが、韓国の歌を一緒に歌いながら韓国語を覚える時間を
新たに取り入れますので楽しい講座になると思います。
　読み書きができる方なら迷わず、参加してみてください。皆さんの参加心よりお待ちしております。

■講座内容（春学期）

10回講座

１ ５/12 自己紹介、韓国語の仕組み、口座の概要
２ ５/19 第21課　～くなる/～になる 「-아 / 어 지다」
３ ６/26 第21課　～していた＋名詞 「-던」
４ ６/２ 第22課　間接話法の縮約（疑問文）「- 냐고 하다 / -냬요」
５ ６/９ 第22課～第23課　直接話法、間接話法、間接話法の縮約 、韓国の歌
６ ６/16 第23課　間接話法の縮約（平叙文）「-ㄴ 는다고 하다 / ㄴ 는대요」
７ ６/23 第24課　間接話法の縮約（命令文）「（으）라고 하다 / （으）래요」
８ ６/30 第24課～第25課　直接話法、間接話法、間接話法の縮約 、韓国の歌
９ ７/７ 第25課　間接話法の縮約（勧誘文）「-자고 하다 / -재요」
10 ７/14 21課～25課のまとめ

開講日 内　　容

《全10回講座》■・■学期春 秋 《全10回講座》■・■学期春 秋

《全10回講座》■・■学期春 秋 《全10回講座》■・■学期春 秋

　自分の考えや意見を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付ける。


