
2020 年度 10～12 月〈秋期〉 

【受講者の感想】 

 
・回答した人の 89％が満足しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オンライン講座は・・・ 

・対面の講座と変わらない効果が得られた 

・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 
 

 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 

・３密や会場の人数制限を心配しなくて済んだ 

・通学に時間を取られず、遠方でも受講できた 

・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 

 

 

オンライン講座・Zoom 操作説明会（無料） 
 

Web 会議システムＺｏｏｍ（ズーム）を体験しながら、 

受講に必要な基本操作を説明します。 

説明会終了後、各講師による講座紹介動画も   

一挙配信します。 
 

・1/8（金）18：00～（30 分間） 

・1/9（土）11：00～（30 分間） 
両日とも内容は同じです 

 

申込み不要。どなたでもご参加いただけます。 

 

※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 

 

※参加日になりましたら、開始時間の少し前に 

Zoom（ズーム）にアクセスしてください。 

 

ID： 990 2349 7987                

Pass： 822553 
 

（アプリインストールなど、参加方法は HP をご覧ください） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◎５月〈春期〉については、決まり次第 HP にて 

お知らせします！ 

 
 

———講座の申込みについて——— 
 

 

 

 Web（インターネット）から申込み 

↓ 

 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 

             

 

 

 

 

 

＋α 同窓会員割引のある講座を新設！ 

場所を問わず！ 

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：048-946-1828  Fax：048-946-1935 

（応対時間：9～17 時/土曜は正午まで。日･祝休み） 

オープンカレッジホームページ 

トップページは、こちら ⇒   

〈受付開始〉年明け 1 月 8 日（金）午前 10 時～ 

 
 

[対象者： 48 名 / 回答者： 35 名] 

（12 月 14 日現在） 

満足 23人
66%

やや満足 8人
23%

普通 1人
3%

やや不満 2人
6%

不満 1人
3%

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 

 

 

回答した人の 
89％が満足 
しています！ 



１．西洋絵画を読む  

    ――〇〇〇―― 
 

・講師：阿部 明日香（獨協大学准教授） 

・日時：2/19・26、3/5 金曜 

9：40～10：40（全３回） 

・受講料：4,400 円 

・定員：なし （最少開講人数 9 名）  

＊西洋美術に見る日本のイメージについて考えます 

〈申込締切日：2 月 6 日（土）〉 

 

 

２．『古事記』の説話を読む  

   ――〇〇〇―― 
 

・講師：福沢 健（獨協大学講師） 

・日時：2/6～3/13 土曜 

11：00～12：00（全６回） 

・受講料：8,800 円 

・定員：なし （最少開講人数 9 名）  

＊仁徳天皇の物語を読みます 

〈申込締切日：1 月 26 日（火）〉 
 

 

            

 

３．「不思議」の人・楠木正成   

    ――その生涯を探る―― 
 

・講師：新井 孝重（獨協大学名誉教授） 

・日時：2/13 土曜 14：00～15：30 

・受講料：2,200 円 （同窓会員１０％OFF 1,980 円） 

・定員：なし （最少開講人数 9 名）  

＊楠木正成の人物像を明らかにします 

〈申込締切日：2 月 1 日（月）〉 

 

 

・講師：サミュエル・フォー（獨協大学講師） 

・日時：2/5～3/5 

月曜・金曜 18：00～19：00 （全９回） 

・受講料：13,200 円 

・定員：20 名 （最少開講人数 6 名）  

＊短い会話が続けられるようになりましょう 

〈申込締切日：1 月 25 日（月）〉 

 

 
  

・講師：トーマス・マイヤー（獨協大学講師） 

・日時：2/6～3/9 

火曜 18：00～19：00 

土曜 11：00～12：00 （全９回）  

・受講料：13,200 円 

・定員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊初歩的な文法を習得している方が対象です 

〈申込締切日：1 月 26 日（火）〉 

   
 

  

・講師：カトリーヌ・ヴァンシンテヤン（獨協大学講師） 

・日時：2/5～3/5 

月曜・金曜 18：00～19：00 （全９回） 

・受講料：13,200 円 

・定員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊語彙と文法をじっくり練習していきます 

〈申込締切日：1 月 25 日（月）〉 

 

 

 

 

 

７．スペイン語  
  

・講師：ヘスス・マルティネス（獨協大学講師） 

・日時：2/6～3/9 

火曜 18：00～19：00 

土曜 9：00～10：00 （全９回） 

・受講料：13,200 円 

・定員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

       ＊従属法を中心に学習します 

〈申込締切日：1 月 26 日（火）〉 

 

 
  

・講師：ダビデ・オルランド（獨協大学講師） 

・日時：2/8～3/11 

月曜・木曜 16：00～17：00（全９回） 

・受講料：13,200 円 

・定員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊会話力の向上を目指します 
〈申込締切日：1 月 27 日（水）〉 

 
 

  

・講師：江藤 双恵（獨協大学講師） 

・日時：2/6～3/9 

火曜 18：00～19：00 

土曜 11：00～12：00 （全９回） 

・受講料：13,200 円 

・定員：20 名 （最少開講人数 6 名） 

＊タイ語でのｺミュニケーション力を身につけましょう 

〈申込締切日：1 月 26 日（火）〉 

 

1.鏡像としてのジャポニスム 
  ――フランス美術のなかの日本―― 

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 

 

 

２．『古事記』の説話を読む 
   ――応神記を読む―― 

３．「不思議」の人・楠木正成   
   ――その生涯をさぐる―― 

4．英語 

5．ドイツ語

6．フランス語 

7．スペイン語 

8．イタリア語 

9．タイ語 


