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■ 2019年度 オープンカレッジ「毎日レッスン！実践英会話」講座
1日40分、年間100回、毎日都合のよい時間に学べます。少人数制（8～
12名）のレベル別クラス編成で、英語教授法有資格者または教育経験者の
外国人講師が親身に指導します。フリートークも毎日無料で受けられます。

5月10日（金）～7月19日（金）、9月25日（水）～12月11日（水）
125,000円

説明会：

4月4日（木）　　　　　　　 Ｗ-103教室
①11：45～12：25　②14：10～14：50　③15：15～15：55

4月12日（金）　　　　　　  35周年記念館２階 小講堂
①10：55～11：35　②12：50～13：30　③15：30～16：10

4月16日（火）　　　　　　  35周年記念館２階 小講堂
①12：50～13：30　②15：30～16：10　③17：20～18：00

※説明会では、講師（ネイティブスピーカー）によるサンプルレッスンを実施
予定（予約不要）。

■ キャリア・ディベロップメント講座一覧　4月1日（月）より申込受付開始

＊各講座の詳細は『公務員＆資格取得支援ガイド』および大学HPで確認してください。
＊上記講座関連の図書・DVD等の貸し出しを行っています。講座の受講に関わらず、どなたでも利用できますので、ぜひご利用ください。

　　　（  　 ）内は前年度受講生が再受講する場合の金額です。

講座名 コース 対　象 開講期間 受講料
ガイダンス日程

日　程 時　間 場　所

全講座ガイダンス
２年生以上

新入生
全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年
（ただし2期、

3期は受講
条件あり）

１年生

２年生以上
２年生以上

  3月29日（金）
  4月  2日（火）
  4月  2日（火）

  4月19日（金）

  4月17日（水）  

  4月10日（水）
12月11日（水）
  4月12日（金）

  4月18日（木）

  4月24日（水）
  4月11日（木）
  7月  3日（水）
  
  4月  8日（月）
  7月10日（水）

  4月25日（木）
  9月26日（木）

  3月29日（金）

15：00～16：00
14：00～15：00
13：00～17：00

12：45～13：15

E-102教室
E-102教室
E-103（学生ラウンジ）

E-101教室

16：15～17：00 E-102教室

5月11日～10月12日

5月8日～9月4日

4月17日～6月5日
2020年1月10日、2月6、13、17、20日
4月24日～8月7日
5月18日～7月6日
10月5日～12月7日
5月8日～11月20日
4月20日～6月8日、29日、7月6日
9月28日～10月26日、12月7、14日
9月25日～2020年1月8日
4月10日～7月10日

8月21、22、29日、9月11、12、18、20日

10月8日～12月10日

5月9日～2020年3月25日
4月16日～12月20日

公務員＆資格取得相談会

秘書技能検定試験対策講座

宅地建物取引士（宅建士）
試験対策講座

準１級

3　級

2　級

Ｗｏｒｄ 2016
Ｅｘｃｅｌ 2013

ITパスポート

1　期
2　期

3　期

ベーシックプラス 

入　門

教　養
専　門

マイクロソフト オフィス
スペシャリスト（ＭＯＳ）

春期
秋期

基礎（6月試験対策）
直前集中（2月試験対策）簿記検定試験対策講座

ファイナンシャル・プランニング
技能検定試験対策講座

情報処理講座

総合旅行業務取扱管理者
試験対策講座

法学検定試験対策講座

公務員試験対策講座

エクステンションセンター
■ 第152回 日商簿記検定試験

6月9日（日）　　　                            獨協大学
1級 7,710円、2級 4,630円、3級 2,800円

申込期間：4月1日（月）～ 26日（金）
　納付書購入⇒エクステンションセンター窓口へ提出
＊申込後のキャンセルはできません。
＊本学以外の会場を希望する場合は、個人申込となります。

■ 公務員＆資格取得相談会
4月2日（火）　13：00～17：00　　　　　E-103（学生ラウンジ）

内容：宅地建物取引士（宅建士）、秘書検定、簿記検定、ファイナンシャル・
プランニング（FP）技能検定、ITパスポート、マイクロソフト オフィス 
スペシャリスト（MOS）、総合旅行業務取扱管理者、法学検定、公務
員、公認会計士、法律職対策の各講座担当者による個別相談

＊事前申し込み不要・入退場自由
＊公務員試験対策講座や各種検定試験対策講座等の担当者、試験実施

団体の担当者が、それぞれの資格や講座内容、勉強法などについて個別
相談をお受けします。どのような資格を取得するか迷っている方にも参加を
おすすめします。

保健センター
■ 2019年度 学生定期健康診断実施について ～健診会場は6棟～
学校保健安全法に基づき、下記のとおり実施します。指定された日時に
必ず受診してください。

◆健康診断受付時間（男女別・学年学科別）

※学部新入生、大学院生、法科大学院研修生には別途詳細な日程を送付して
います。

■ 相談日（4月）

＊産業医に相談をご希望の方は、保健センター窓口にお申し出ください。
（注）相談日は事情により変更になることがあります。　　　　　　　　　
　　事前に獨協大学HPをご確認ください。

日　　　　程 受付時間

学校医

内         科 11日（木）、16日（火）、18日（木）、
23日（火）、25日（木） 10：20～11：30

12：35～15：00

  ※25日は14：00まで
内科・精神神経科 10日（水）、24日（水）

3日（水）、17日（水）

精 神 神 経 科

婦 　 人 　 科

予約が必要です。保健センターにご連絡ください。

相談員 精 神 衛 生 月曜～金曜   9：00～11：45
12：45～16：30

栄養士 バランスダイエット
サポート 26日（金） 10：20～11：30

12：35～15：00

男性

9：30～11：30 13：30～16：00

3月30日（土）女性 2年 独・英・仏・交・言・済・営
大学院新入生以外/法科大学院研修生 女性 2年 環経・法・国関・総

4年 独・英・営・環経・法
3年 仏・交・言・済
4年 環経・法・国関・総

3年 国関・総
4年 独・英・仏・交・言・済・営4月  1日（月）女性 女性

4月  2日（火）男性

男性

2年 営・環経・国関・総
4年 独・英・仏・交・言・済 男性 学部新入生（編入生含）

4月  3日（水）男性

女性

3年 営・環経
4年 営・環経・法・国関・総
大学院新入生以外/法科大学院研修生

男性

女性

学部新入生（編入生含）
大学院新入生

学部新入生（編入生含）
大学院新入生
2年 独・英
3年 独・英・仏・交・言・法・総

2年 仏・交・言・済・法
3年 済・国関

4月  4日（木） 学部新入生（編入生含）

4月  5日（金）

◆健康診断項目：必ず全項目を受診してください。
① 定期健康診断受診票　② 尿検査容器  ③ 健康についてのアンケート
④ 心電図検査票（対象者のみ＊）
＊④の対象者（新入生・経過観察者・入学後心電図未検査者）

◆注意事項等
①受診票が届いていない方は、事前に保健センターまでお越しください。
②指定日に受診ができない場合は、早めに保健センター窓口でご相談ください。
③受診に関する詳細は保健センターHPや送付資料を確認してください。

◆健康診断証明書の発行について
上記期間中に受診した場合の証明書の発行は、4月26日頃を予定しています。
＊健康診断を受けない場合、健康診断証明書の発行はできません。
◆健康診断の結果は、後日、大学への登録住所へ郵送します。5月下旬の予定です。

85,000（47,500）円・直前
講義のみ15,600円　教材代込

93,700（56,200）円
教材代・受験料込

23,900（14,900）円教材代・受験料込
17,800円教材代・受験料込
34,700円教材代・受験料込
32,500円教材代・受験料込
32,800円教材代・受験料込

19,500円受験料込
30,000円教材代・受験料込
30,000円教材代・受験料込

40,700（26,800）円教材代込
32,200（19,300）円教材代込

総合・国内26,300（15,900）円
国内のみ10,500円教材代込

7,700円教材代込

61,000円教材代込
86,700円

■ 仏検模擬試験２級・準２級（無料・学部学生対象）
6月16日の仏検1次試験に向けての模擬試験です。試験は実際の過去
問題を使用し、模擬試験受験後、おひとりおひとりに成績表とポイント
解説、正解をお渡しします。問題形式の確認やご自身のレベルチェック、
直前対策にご活用ください。

5月8日（水）　4時限
受付：4月9日（火）～5月7日（火）　先着25名
＊天野記念館３階ICZカウンターでお申し込みください。

■ 仏検準2級・2級対策ミニレッスン（無料・学部学生対象）
仏検準2級・2級の攻略法を解説します。対策プリントも配付いたします。
昼食持込可能です。

5月21日（火）　12：45～13：15
担当：田中善英（フランス語学科教授/仏検講座担当）
受付：4月9日（火）～5月17日（金）　先着25名
＊天野記念館３階ICZカウンターでお申し込みください。

■ 仏検準１級・２級対策講座（どなたでも受講できます）
仏検は、文部科学省の後援を受け実施される唯一のフランス語技能
検定試験です。この講座は11月の本試験での仏検準１級・２級に合格
するため、語彙をできるだけ増やし、学習法を会得することを目指します。
あとで復習したり、欠席してしまった場合のために毎回の授業はビデオ
録画し、受講生はそれをパソコン等で閲覧できます。
獨大生以外のお申込みも可能です。

6月4日、6月18日、7月2日、10月15日、10月29日　火曜5時限
（全5回：毎回単語小テスト・添削課題あり）
獨大生　10,000円　　獨大生以外　12,000円

（テキスト、添削問題、必須単語熟語リスト代等すべてを含む）
担当：田中善英（フランス語学科教授）
受付：4月9日（火）～5月28日（火）　　最少開講人数7名

東棟1階または学生センター1階の証明書発行機で納付書を購入
し、天野記念館３階ICZカウンターに提出してください。

■ オープンスクール アテネ・フランセ フランス語会話講座
　（どなたでも受講できます）
コミュニケーションに必要な文法・語彙・口語表現を学び、実践的なフランス
語力習得を目指します。獨大生以外のお申込みも可能です。

【クラス】入門・初級の2クラス
講座説明会：4月22日（月）、5月13日（月）　17：20～
講座についての詳しい説明をします。上記に参加しなくてもお申込みはできます。
講座に関する質問等はＩＣＺ３階カウンターまでお問い合わせください。

5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24・7/1・7/8　
月曜　17：20～19：00（5時限　全8回）
獨大生　13,500円　獨大生以外　23,500円

　　※テキスト代等すべてを含む
　　※獨大生は大学より１万円が補助され上記金額になります
担当：アテネフランセ講師
受付：4月9日（火）～5月15日（水）　最少開講人数8名
　　  東棟1階または学生センター1階の証明書発行機で納付書を購入し、

天野記念館３階ICZカウンターに提出してください。

■ 新たな自律学習支援スペース「CLEAS（クレアス）」がオープン
学生が利用する新しい自律学習支援の場「CLEAS（クレアス）」が3月
28日（木）にオープンしました。場所は中央棟1階。モニター付きのグループ
ワーク席、天野記念館2階にあったMM工房から移設する動画・音声
編集用PC類、モノクロとカラーの認証プリンタ、大判カラープリンタ

（A0サイズ対応）等を用意しています。

■ 動画編集講習会（編集ソフトの基本操作）
CLEAS（中央棟1階）内MM工房のパソコンに入っている動画や画像、
音声の編集ソフトを利用して自己紹介ビデオを作成します。就職活動等にも
お役立てください。

4月24日（水）　12：40～

講習会は50分程度。開始時刻までに中央棟1階CLEASカウンターへ。
先着2名。（上記以外でも対応できますのでご相談ください）

■ MM工房スタジオの利用について
MM工房スタジオ利用希望者は天野記念館2階窓口でご相談ください。

■ 2019年4月から学内設置PCのOSをWindows10に変更し
ます。

詳細はHPでご確認ください。

■ チャットルーム参加者募集
　 （参加費無料／英語・独語・仏語・西語・中国語・韓国語）
授業とは異なり、気楽に各言語のネイティブスピーカーと会話が楽しめる
ように設けた時間です。参加費は無料です。外国語に興味がある方は、
お気軽にご参加ください。

天野記念館ＩＣＺ内
申込：天野記念館３階ICZカウンター　定員：各12名　対象：学部学生

【英  語】月・水（初級17：25～18：10　中級18：10～18：55）
火・金（初級15：30～16：15　中級16：15～17：00）
木　  （初級12：45～13：30　中級13：40～14：25）

【独  語】金（入門17：25～18：10　初級18：10～18：55）
【仏  語】金（入門17：25～18：10　初級18：10～18：55）
【西  語】火（入門12：40～13：25）　水（初級12：40～13：25）
【中国語】火（初級12：40～13：25）　金（入門12：40～13：25）
【韓国語】金（初級17：25～18：10　初中級18：10～18：55）
＊日程・申込・場所の詳細は天野記念館３階ICZカウンターまで。

■ ＩＣＺ・チャットルーム・各種語学講座オリエンテーション
 　～語学をもっと身近に～
多言語・多文化コミュニケーション施設ICZ（International Communication｠
Zone）の活用法とチャットルームや各種語学講座についてご案内します。

4月15日（月）～4月19日（金）　12：50～13：20　各回先着25名
申込：実施当日の11:00までにＩＣＺカウンターにてお申込みいただくか、学籍番号、

学科、学年、氏名をgaigo_shien@ml.dokkyo.ac.jp｠まで送付してください。

■ 春期 TOEIC® L&R TEST対策講座

申込方法
＊東棟1階または学生センター1階の証明書発行機で納付書を購入し、天野記念

館３階ＩＣＺカウンターに提出してください。
＊TOEICはエデュケーショナル テスティング サービスの登録商標です。この印刷

物はETSの検討を受けまた承認を得たものではありません。

■ グローバルイベント第１弾　「Was ist TestDaF? ～ ドイツ
　 語圏留学を目指す人のドイツ語試験はどんなもの？ ～」
ドイツ語圏留学のためのワークショップを開催します。前半では、留学する
ための語学力やドイツ語試験の種類（ゲーテ，DSH，TestDaF）、レベル
について説明。後半ではTestDaFを実際に解いてみます。入門レベルの
方からTestDaFを目指す方まで参加可能です。

5月10日（金）　17：20～18：50　　　　　　A-409教室
申込：４月８日（月）より天野記念館3階ICZにて受付（先着60名まで）

■ 2019年 ゲーテ・インスティトゥート検定試験
◆下記の検定試験は本学で申し込みを受け付けます。

（2019年4月以降実施分から適用の新受験料です。）

ゲーテ・インスティトゥートで行われる資格試験は、本学学生が大学を通じ
て申し込むと、受験料が割引されます。申し込み期間がゲーテ・インスティ
トゥートよりも早い日程なので注意してください。 
申込：納付書購入⇒天野記念館3階ICZカウンター窓口へ

■ オープンスクール ゲーテ・インスティトゥート ドイツ語講座
【３クラス開講】ドイツ語の検定試験準備コースをレベルに分けて3講座

開講します。　
毎週水曜日　6月5日、12日、19日、26日　4回
レベルチェックを5月29日（水)に行います。
Goethe-Zertifikat　A2準備コース　15：30～18：45
Goethe-Zertifikat　B1準備コース　15：30～18：45
Goethe-Zertifikat　B2準備コース　15：30～18：45
各コースとも　獨大生　7,600円　獨大生以外　20,000円
※獨大生は大学からの補助で上記金額になります。

授業担当：ゲーテ・インスティトゥート講師
受付：4月17日（水）～5月22日（水）
レベルチェック：5月29日（水）　15：30
東棟1階または学生センター１階の証明書発行機で納付書を購入し、
天野記念館３階ＩＣＺカウンターに提出してください。

教育研究支援課

5月16日～6月20日（予定）
木曜 17：20～18：50
　　 19：05～20：35
全6回

レベル 開講日・時限 募集人員 受講料 備　考

中級

講座説明会
4月16日（火）
17：20～18：00
A-305教室  予約不要

講座申込は
4月5日（金）～ 先着順

5月21日～6月25日（予定）
火曜 15：30～17：00
　　 17：15～18：45
全6回

初級 25名 12,400円
教材費込み

12,400円
教材費込み

25名

筆記試験／口頭試験 本学申込期間受験料
SD1（A1）

A2
B1
B２
C1

6月8日（土）
6月8日（土）
6月5日（水）
6月9日（日）
6月7日（金）

4月4日（木）
～4月17日（水）

9,000円（学外12,000円）
10,000円（学外13,000円）
14,000円（学外18,000円）
17,000円（学外22,000円）
21,000円（学外28,000円）
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