
【オンライン講座／受講者の感想】 
 

・回答した人の 91％が満足しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 オンライン講座は・・・ 

・対面と同じクオリティの授業が受けられた。 
・機器操作も意外と簡単で、楽しかった。 
・やってみたら手軽で便利だった。 

またオンラインで受講したい。 
・先生との距離を近く感じた。 
・ずっと継続して欲しい。 

 

 オンライン講座なので・・・ 

・自宅でリラックス&集中して受講できた。 
・通学に時間を取られず、受講前後の時間を 

有効に使える。 
・遠くから熱意ある参加者があり、 

学習意欲が上がった。 
・フレックス勤務や休暇を利用したら、平日 
 昼間の講座にも参加できた。 
 

 

 

 

 

オンラインセミナー（受講料：無料／事前申込制） 

「生涯学習の楽しみ 

―地理・地名・地域文字を例として―」  
 

今回は、地理・地名と地域文字を例に、人の営みと 

地域文化を考えます。身近な素材から、地域の環境を 

考察し、生涯学習のテーマを見つけてみませんか。 

合わせて、オンライン講座の受講方法を分かり易く 

説明します。 
 

・日時：１月８日（土） 午前 10 時 30 分～正午 
 

※申込は、１月７日（金）正午まで HP にて受付けます。 
 

※参加希望の方は Zoom（ズーム）アプリをあらかじめ 

インストールしておいてください。 
 

※前日に、参加に必要な ID、Pass 等をメールにて通知 

します。開始時間の少し前に Zoom（ズーム）にアクセス 

してください。 
 

 

【受講者の声】 オープンカレッジ受講後の感想 

・1 枚の絵を通して、時代の背景や移り変わりもわかり、 
歴史が苦手な私にもすんなり入ってきた。 

・自分が生きてきた時代を世界と関連づけて、 
客観的に知ることができた。 

・毎回の密度が濃く、取り上げられた内容が 
全方位的で充実していた。 

・講座を通じてその国の文化に近づける喜びを感じた。 
・『古事記』がこんなに楽しい本だとは知らなかった。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

◎５月〈春期〉については、決まり次第 HP にて 

お知らせします！ 

2022 年 2･3 月 ＜冬期＞ 

獨協大学オープンカレッジ 

オンライン講座 
 

———ご案内——— 
 

 

———講座の申込みについて——— 
 

 

 

 申込み＜HP（ホームページ）から＞ 

↓ 

 受講料払込用紙が届く 

  ↓ 

 受講料の支払い 

  ↓ 

 受講に必要な ID・Pass が届く 

     ↓         

 受講開始 

             

 

 

 

１. 外国語講座は５言語（7 クラス）を用意！ 
 

２. 講義講座の共通テーマは、 

「神話と言葉を通して、日本文化を識
し

る」  
 

３. 事務局のサポート体制で 

安心して受講できます！ 
 

“ことばおじさん”梅津正樹アナウンサーの 

白熱講義は、これが最終回です！ 

オンライン講座は、 

操作簡単で、充実した内容を 

視聴・発話・質疑応答できます！ 

場所を問わず！ 

News 

〈受付開始〉年明け 1 月 8 日（土） 午前 10 時

 

 
[対象者数：719 名 / 回答者数：487 名] 

（12 月 17 日現在／調査期間：2020 年 10 月～2021 年 12 月） 

満足 335 人

69%

やや満足

109 人
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回答した人の

91％が満足

しています！

詳しくは HP をご確認ください。 

講座紹介動画もあります！ 

獨協大学オープンカレッジで検索🔍 

 

事務局：獨協大学エクステンションセンター 
〒340-0042 埼玉県草加市学園町 1-1 

Tel：048-946-1678  Fax：048-946-1935 
（応対時間：9～17 時/土曜は正午まで） 

＜休業日：日・祝、12/27～1/6＞ 

※学生を除き、大学は入構禁止です 

 
 

オープンカレッジ HP 



 

    ――〇〇〇―― 
 

・講 師：福沢 健 （獨協大学講師） 

・日 時：2/5～3/5 土曜 

11:00～12:30 （全 3 回） 

・受講料：6,600 円 

・定 員：なし （最少開講人数 9 名） 

＊関東の神社と古代の神話との関係についてお話しします 

 

 

    
    

 

・講 師：梅津 正樹 （獨協大学講師） 

・日 時：2/10～3/10 木曜 

１1:0０〜12:30, 

13:30～１5:00 （全 6 回） 

・受講料：13,200 円 

・定 員：なし （最少開講人数 9 名） 

＊同講師担当の秋期３講座の総集編です 

 
 

            

 

・講 師：ビレンドラ・バイラ （獨協大学講師） 

・日 時：2/7～3/7 月曜 

9:10～10:40 （全 5 回） 

・受講料：11,000 円 

・定 員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊ディスカッションを通して会話力の向上を目指します 

 

※秋期と連動した内容の講座もありますが、 

新規に受講する方にも配慮した内容です。 

※外国語講座の名称は、秋期を引き継いだものです。 

※全講座の申込期限は、1 月 23 日（日）23 時 59 分です。 

 

 
 

・講 師：カティ・ヴァンシンテヤン（獨協大学講師） 

・日 時：2/7～3/7 月曜 

18:30～20:00 （全 5 回） 

・受講料：11,000 円 

・定 員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊発音や簡単な会話を少しずつ勉強していきます 
 

 

 
  

 

・講 師：カティ・ヴァンシンテヤン（獨協大学講師） 

・日 時：2/8～3/8 火曜 

18:30～20:00 （全 5 回）  

・受講料：11,000 円 

・定 員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊文法と会話を十分に練習する機会となります 

 

 

   

 
・講 師：張 亜紅 （獨協大学講師） 

・日 時：2/7～3/9 月曜・水曜 

18:30～19:30 （全 9 回） 

・受講料：13,200 円 

・定 員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊語彙の蓄積と文法を正しく理解することを目指します 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

・講 師：沈 民珪 （獨協大学講師） 

・日 時：2/8～3/8 火曜 

18:30～20:00 （全 5 回） 

・受講料：11,000 円 

・定 員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊簡単な日常会話ができるように練習します 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

・講 師：白 寅英 （獨協大学講師） 

・日 時：2/8～3/8 火曜 

18:00～19:30 （全 5 回） 

・受講料：11,000 円 

・定 員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊多様な語彙や表現、韓国の地域事情を学びます 

 

 

  
 

 

 

・講 師：江藤 双恵 （獨協大学講師） 

・日 時：2/5～3/5 土曜 

11:00～12:30 （全 5 回） 

・受講料：11,000 円 

・定 員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊タイ文字の読み書きの基礎を速習します 

 

 

1．古代の神々と関東の神社 
 ――地域の神と国家の神 2―― 

獨協大学オープンカレッジ（大学主催の生涯学習講座） 
どなたでもご受講いただけます。（会員登録費〈2,000 円・更新不要〉が必要です） 

オンライン講座は Web 会議システム Zoom（ズーム）を利用します 

※各講座は、申込締切日時点で最少開講人数に達していない場合、実施しません 

 
詳細はＨＰをご覧ください 

講座紹介動画あります！  

２．ことばの礼儀作法 
 ――知っているつもりの日本語―― 

３．英語 A 

4．フランス語 A 

6．中国語 A 

7．韓国語 A 

8．韓国語 B 

9．タイ語 

5．フランス語 B 


