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保健センター

■ 相談日（10月）

②教職課程履修者で、教育実習・介護等体験を予定している方（麻疹、
風疹の抗体検査結果報告書が必要になります。）
③海外留学を考えている方　　④その他　希望者
＊第5期風疹予防接種対象年齢(昭和34年4月2日～昭和54年4月1日
生まれ)の男性は、国の「職場における風しんの追加的対策」の対象者と
して、公費で予防接種を受けるためには抗体検査の結果が必要です。

＊産業医に相談をご希望の方は、保健センター窓口にお越しください。
（注）相談日は事情により変更になることがあります。

日　　程 受付時間

学校医

内        科 1日（火）、10日（木）、
15日（火）、24日（木） 10：20～11：30

12：35～15：00
　　※24日（木）は　　　

14：00まで

内科・
精神神経科 9日（水）、23日（水）

2日（水）、16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 29日（火） 10：20～11：30

12：35～15：00

＊一般的な留学相談については、窓口オープン時間であれば、曜日・時間に関係なくいつ
でも相談に応じます。

■ 獨協大学留学フェア2019プレ・ウィークイベント
　「世界が舞台！　～ Make It Happen! ～」
10月1日（火）～8日（火）12:45～13:25
（平日のみ開催 10月5日・6日除く）
ICZ Room 2 （天野記念館4階）

■ 獨協大学留学フェア2019 （詳細は6ページ）
10月9日（水）　12:50～17:00
学生センター1階　雄飛ホール

■ 2020年度春学期派遣ドイツ語圏交換留学　募集説明会
希望者は必ず説明会に出席してください。
9月30日（月）　12：45～13：25　　　　　A-401教室

応募締切：10月14日（月）　15：30

■ 2020年度春学期派遣（二次）、秋学期派遣（一次）
　 韓国交換留学　応募締切
10月8日（火）　15：30厳守　　　　　国際交流センター
＊説明会は行いません。個別に説明しますので、国際交流センターま
でお問い合わせください。

■ 2020年度春学期派遣（二次）
　 西部カトリック大学交換留学　応募締切
10月11日（金）　15：30厳守　　　　 国際交流センター
＊説明会は行いません。応募希望者は事前に国際交流センターまで
お問い合わせください。

■ 2020年度秋学期派遣交換留学　募集説明会
〇 英語圏
9月30日（月）　12：45～13：25　　　　　A-409教室

＊オーストラリア（ウーロンゴン大学）、アメリカ（UCデービス校）の第二次
募集説明も含みます。
応募締切：春学期派遣　10月14日（月）　15：30
　　　　  秋学期派遣　11月26日（火）　15：30
〇 スペイン語圏
9月30日（月）　12：45～13：25　
セミナールーム（キャリアセンター隣）

応募締切：11月6日（水）　15：30
〇中国語圏
10月17日（木）　12：45～13：25
セミナールーム（キャリアセンター隣）

応募締切：2020年1月10日（金）　15：30

■ フランス長期（認定）留学ガイダンス
今後、フランスへの長期留学（1学期以上）を検討している方にフランス
留学について概要を説明します。
10月15日（火）　12：45～13：25
セミナールーム（キャリアセンター隣）

国際交流センター

研修先大学 研修日程
（※変更の可能性あり） 説明会日程 場　所

ウーロンゴン大学
（オーストラリア）

ヨーク大学（カナダ）

2020年2月22日（土）
～3月22日（日）

2020年2月16日（日）
～3月16日（月）

10月17日（木）
10月23日（水）
12：45～13：25

A-306教室

言語圏／曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

ドイツ語

英語

フランス語

スペイン語

中国語

韓国語

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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■ 春季外国語研修（短期協定校留学）参加者募集説明会開催
2日間とも同じ内容です。いずれか一方に参加してください。

■ 短期認定留学　春季プログラム参加者募集説明会開催
各旅行社が提供する外国語研修のコースリストから選んで、本学が定める
所定の手続を行った上、個人で参加するプログラムの説明会です。
10月2日（水）　15：30～17：10　　　　E-202教室

■ TOEFL ITP®説明会
10月26日（土）9：30より、任意申込のTOEFL ITP®を学内で実施しま
す。テストで取得したスコアは、長期留学の申請にも利用できます。申込方
法の説明、質疑応答をしますので受験希望者は必ず出席してください。
10月4日（金）　12：45～13：25　　　　A-408教室

■ 日本スタディ・アブロード・ファンデーション（JSAF）による
　 留学説明会（認定留学、海外学習）
10月18日（金）　12：45～13：25　　　   A-408教室

※説明会後、個別留学相談に応じます（13：25～16：30）。希望者は事
前にJSAFにお問い合わせください。☎03-5287-2941

■ 国際交流センターの窓口対応について
留学希望者に対する有益な情報発信のため、言語圏別の留学相談を
行っています。以下の表に示す曜日には、実際に同言語圏に留学した経
験を持つスタッフが待機し、留学に関する相談・悩みに対応しています。
ぜひご活用ください。

■ 2019年度オープンスクール（オンキャンパス・ダブルスクール）
ドイツ語・フランス語講座

■ 2019年　ゲーテ・インスティトゥート検定試験（11、12月）

■ TOEFL® テスト講座
ベルリッツのネイティブ講師による講座です。授業はすべて英語で行います。
10月9日～12月4日水曜15：30から60分×2コマを8回実施。
受講料20,000円（教材費別）

申込：納付書購入⇒天野記念館3階ICZカウンター窓口へ
（申込締切が10月3日(木)ですのでご注意ください。）
詳細は天野記念館3階ＩＣＺで配布する募集要項をご確認ください。

＊TOEIC®およびTOEFL®はエデュケーショナル・テスティング・サービス
（ＥＴＳ）の登録商標です。この印刷物はＥＴＳの検討を受けまたはその
承認を得たものではありません。

■ 仏検2級・準2級模擬試験
10月30日（水） 4時限
無料

定員：先着25名　申込締切：10月25日（金）
申込先：天野記念館3階ICZカウンター
■ スペイン語検定DELE口頭試験
　 A2･B1レベル直前対策セミナー
10月23日（水） 4時限（A2レベル対象）、5時限（B1レベル対象）

講師：Ｐ．ラゴ（言語文化学科講師）
無料

定員：各レベル先着12名　申込締切：10月16日（水）
申込先：天野記念館3階ICZカウンター
■ 多読ワークショップを開催(留学フェアと同時開催）
英語･ドイツ語･フランス語の教員による言語別の多読実践方法とその効果
を解説します。また図書館、ICZの活用方法もご紹介します。
外国語に興味はあるけれど勉強はちょっと苦手、そんな方におすすめの学習
法。この機会に触れてみてはいかがでしょうか？
10月9日(水） 12：50～13：30（予約不要・入退場自由）
学生センター1階 学生ラウンジ（スタイルカフェスタンド前）

講師：木村雪乃専任講師（英語）、矢羽々崇教授（ドイツ語）、
　　 田中善英教授（フランス語）

■ TOEIC® LISTENING AND READING TEST 対策講座
秋から始めることができ、学習法を学び、実践してスコア達成をめざす
講座です。1日に2コマ連続して受講する日が5回あり、講座実施日は計
6日です。学内実施で効率よく学習できます。
90分×11コマ　受講料：12,500円（教材費込み）

目標スコア別に2つのコース（初級、中級）があります。
10月中旬スタート　コースごとに日程が異なります。
詳細は天野記念館3階ＩＣＺで配布する募集要項をご確認ください。
説明会（無料）を行います。
10月1日（火）　17：20～18：00　　　　A-302教室（予約不要）

申込：納付書購入⇒天野記念館3階ICZカウンター窓口へ

教育研究支援課

講座名 内　容 募集期間 開講期間 受講料 備　考

ゲーテ・
インスティトゥート
ドイツ語講座
（水曜日）
（15：30～18：45）

Goethe-Zertifikat
A2準備コース

Goethe-Zertifikat
B1準備コース

Goethe-Zertifikat
B2準備コース

  9月18日
（水）～
10月23日
（水）

11月13日
（水）～
12月4日
（水）
（全４回）

在学生
7,600円

アテネ・フランセ
フランス語会話
講座
（月曜日　全8回）
（17：20～19：00）
（途中休憩10分）

初級会話
（仏検4級程度）

中級会話
（仏検3級～2級）

  9月25日
（水）～
10月16日
（水）

10月21日
（月） ～
12月9日
（月）
（全8回）

※詳細は天野記念館3階ＩＣＺで配布する募集要項をご確認ください。

筆記試験／口頭試験 受験料 本学申込期間

9月17日（火）
～10月2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）

11月29日（金）
11月29日（金）
12月  1日（日）

11月27日（水）（ペーパー版）
11月26日（火）

SD1（A1）
A2
B1
B2
C1

◆下記の検定試験は本学で申し込みを受け付けます。

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

■ キャリア・ディベロップメント講座
　 秋学期開講講座のご案内
総合旅行業務取扱管理者試験対策講座　1期
（これから学習を始め、来年受験する方が対象）

9月25日～ 2020年1月8日の水曜日15:30～18:45
定員：100名
40,700円（教材代込）
※前年度受講生が再受講する場合26,800円
（申込時、前年度の納付書の控えが必要）
納付書購入⇒エクステンションセンター窓口へ

申込締切：9月24日（火）　　

秘書技能検定試験対策講座（準1級）
筆記対策（5日間14回） 9月28日～10月26日の土曜日 1・2・3限
（10月26日のみ2限まで）
面接対策（2日間4回） 12月7日、14日（土）9:00～13:00
※スーツ着用　※講座初日（9月28日）の14：45～15：00に本試
験の申込手続きを行います。

定員：40名
30,000円（教材代・受験料込）

申込締切：9月27日（金）　　

公務員試験対策講座（入門コース）
ガイダンス　 9月26日（木）　12：45～13：15　　　　E-101教室
10月8日～12月17日の火曜日5限（全9回＋ガイダンス1回）

対象：１年生
定員：80名
7,700円（教材代込）

申込締切：10月4日（金）

■ 第153回日商簿記検定試験団体受験申込について
11月17日（日）
獨協大学（本学以外の会場を希望する場合は、個人申込となります）
1級：7,850円　2級：4,720円　3級：2,850円
納付書購入⇒エクステンションセンター窓口へ

申込締切：10月4日（金）
■ 法学検定試験団体受験申込について
12月1日（日）
獨協大学（本学以外の会場を希望する場合は、個人申込となります）
ベーシック＜基礎＞コース            4,400円
スタンダード＜中級＞コース　       6,600円
アドバンスト＜上級＞コース　       9,900円
ベーシック・スタンダードセット　　  8,800円
スタンダード・アドバンストセット　  13,200円
納付書購入⇒エクステンションセンター窓口へ

申込締：10月19日（土）12：00

エクステンションセンター

■ 動画編集講習会のお知らせ（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。
9月25日（水） 12：40～　　10月9日（水） 12：40～
10月23日（水） 12：40～

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

■ ３つの基本操作講習会のお知らせ
CLEAS(中央棟1階)では平日9：30～12：30に以下3つの基本操作講習
会を開催しています。講習会は30～40分程度。個別で対応します。お問い
合わせはCLEASまで。
①PC基本操作：マウス操作、タイピング練習、保存、印刷等
②MS Office基本操作（Word）：レポート課題に役立つ基本操作
③獨協大学webメール基本操作：ファイル添付等基本操作、
　メール文章作成等
無料

■ MM工房スタジオの利用について
就職活動の自己PR動画撮影等お気軽にご相談ください。お問い合わせ
は天野記念館2階窓口まで。

■ 抗体検査について（麻疹・風疹）（実施場所：保健センター内）
感染症予防の一環として、抗体検査を実施します。
11月12日（火）、13日（水）　9：30～11：00　12：15～16：00

検査方法：血液検査　　　　
申込期間：10月1日（火）～11月5日（火）
申込方法：学　生・証明書自動発行機で希望する検査項目と検査日の

申請書を購入し、検査当日に持参。
教職員・証明書自動発行機で（2種用または1種用の）申請

用紙を購入し、必要事項を記入の上、保健センター
窓口にて申込。

○1種（麻疹または風疹）各500円
○2種（麻疹・風疹）セット　900円
（大学が補助していますので、上記金額で検査が受けられます）

検査結果報告書：
学　生・12月2日(月)～６日(金)（土日を除く）の間に保健センターにてお

渡しします。
教職員・メールボックスへ投函します。
対象者：学生および教職員 
①麻疹・風疹にかかったことがなく、ご自身で抗体があるかどうかわからない方

在学生
13,500円
在学生以外
23,500円
※テキスト代込
※在学生は大
学からの補助
により上記金
額となります

11月6日（水）にレベルチ
ェックを実施予定です。
在学生は大学からの補
助金があり、受講料の減
額があります。
詳細はホームページをご
確認ください。

受講生から好評の、ネィ
ティヴ講師による会話講
座です。更なるステップ
アップやボキャブラリー
強化にいかがでしょうか？
講座説明会(説明会に
参加しない場合でも申込
は可能です)
・10月7日(月）17:20～
  ICZ4階 Room1にて
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