
キ
ャ
ン
パ
ス
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

キ
ャ
ン
パ
ス
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

■ 公務員スタート模試（2年生～）　主催／東京アカデミー
11月9日（土） 西棟3階教室（当日掲示）

申込締切：11月6日（水）
納付書購入→エクステンションセンター窓口へ

試験時間： 9：30～10：00 説明・マークシート記入
10：00～12：30 教養試験
13：30～15：30 専門試験
15：35～16：35 フォローアップ解説
＊教養のみのフォローアップ解説は12：35～13：35

教養＋専門　2,000円
教養のみ　　1,500円

＊全国規模の公務員公開模擬試験です。
スタート模試（2年～）は基礎学力の定着度を確認するとともに、これ
からの学習課題を的確に把握できるよう、定番の問題を厳選して出題
します。弱点科目・分野を把握し、自分の受験する本試験までの時間
をどのように学習していくか、計画を練りましょう。
＊各試験終了後に、公務員試験対策および模試の活用法についての
フォローアップ解説を行いますので、必ず出席してください。
＊１年生対象のスタート模試は12月14日（土）に実施します。
詳細は大学ニュース12月号をご覧いただくか、エクステンションセン
ター窓口にお問合せください。

■ チャットルーム参加者募集
　 （無料／英語・独語・仏語・西語・中国語・韓国語)
天野記念館ＩＣＺ内

申込：天野記念館３階ICZ受付カウンター（先着12名まで）

＊日程・申込・場所の詳細は天野記念館３階ICZ受付カウンターまで。

■ ＩＣＺ 秋のスペシャルイベント「チャットルームextra」開催（無料）
この秋、英語チャットルームでは、「チャットルームextra」と称したイベントを
開催し、今までにない切り口で英会話ができる機会を提供します。
「Globish」に挑戦
英語の非ネイティブスピーカー同士の英語「Globish」を使い、易しい英
語でコミュニケーションします。
11月14日（木）、21日（木）、12月5日（木） 昼休み 12：45～13：30　
ＩＣＺ３階　英語ルーム

申込：天野記念館３階ICZ受付カウンター（2週間前から受付）
定員：15名
「英語スピーキングの力をつけよう」
ネイティブ講師を招き、スピーキングの力をつける練習をします。個人では
なかなかできないアウトプットの練習を行います。
スピーキングの力をつけたい人はご参加ください。
１１月２７日（水）　15：30～17：00　
ICZ ROOM2

申込：11月4日（月）から天野記念館３階ICZ受付カウンター
定員：30名

■ TOEIC®LISTENING AND READINGテスト対策講演会(無料）
「TOEIC® L&R テスト対策
 “絶対ハイスコア～壁を突破するための技術～”」
TOEIC®L&Rテスト対策のエキスパート（990点満点を70回以上取得）に
よる講演会です。ハイスコアを目指す方だけでなく、初級者から上級者
まで、全ての方に役立つスコアアップの秘訣をお教えします。
＊TOEIC L&RテストのPart 3、Part 7、Part 5を中心に講義を展開する予定です。

11月28日（木）　5時限　　　　　　  A-408教室
講師：濵﨑 潤之輔 氏（明海大学講師）

明海大学、早稲田大学エクステンションセンターをはじめ、楽天銀行、
SCSK、エーザイ、オタフクソースなどの多くの企業にて研修を担当。
著書『TOEIC L&Rテスト 990点攻略』など多数。

申込：11月4日（月）から天野記念館３階ICZ受付カウンター
定員：60名
＊TOEIC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／ウェブサイトは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。

■ 独検模擬試験 準１級・3級（無料）
11月13日（水）
準１級　15：30～17：45　／　３級  15：30～17：00

申込：天野記念館３階ICZ受付カウンター（先着25名まで）
締切：11月8日（金）

■ グローバルイベント第3弾（無料）
「おもてなし英語の最初の一歩」
日本の観光案内や文化・習慣を、ウェルカムな気持ちを込めて英語で伝え
ることをネイティブ講師から学ぶ、おもてなし英語「はじめの一歩」のイベント
です。
12月3日（火）　17：25～18：55　　　天野記念館ICZ ROOM2

申込：11月18日（月）から天野記念館3階ICZ受付カウンター
講師：（株）シェーンコーポレーション派遣ネイティブ講師
定員：30名

■ 仏検2級・準2級対策ミニレッスン（無料）
11月12日（火）昼休み12：45～13：25
天野記念館4階　ICZ ROOM2

講師：田中善英フランス語学科教授
締切：11月8日まで
申込：天野記念館3階ICZ受付カウンター（先着20名まで）
備考：仏検模擬試験受験者には優先的に受講できます。

■ゲーテ・インスティトゥート検定試験（B1）　　　　　　　　
　口述対策ワークショップ（無料）
11月15日（金）　5時限
天野記念館3階 ICZ Deutsche Ecke

講師：R.メッツィング先生
申込：天野記念館３階ICZ受付カウンター（先着10名まで）

■ ドイツ語何でも相談（無料）
ドイツ語の学習方法、文法事項、発音、授業でわからなかったところ、また
留学の実体験やドイツでの生活の話など、ドイツに関する質問に大学院
生が答えてくれます。お気軽にお越しください。
【相談曜日、時限】 金曜日 12：45～14：15
天野記念館３階 ＩＣＺロビー

＊予約不要で先着順になります。相談中の方がいる場合は、しばらくお待ち
いただくことがあります。曜日、相談時間帯が変更する場合があります。
ＩＣＺでご確認ください。

■ 2020年　ゲーテ・インスティトゥート検定試験（2月）
◆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

■ 動画編集講習会(無料)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。
11月13日（水） 12：40～　　11月27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）

■ ５つの基本操作講習会(無料)のお知らせ
CLEAS(中央棟1階)では平日9：30～12：30に、以下の5つの基本操作
講習会を無料で開催しています。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
②Word 基本操作：MS Officeのワープロソフト基本操作
③Excel 基本操作：MS Officeの表計算ソフト基本操作
④PowerPoint 基本操作：MS Officeのプレゼンテーションソフト基本操作
⑤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

■ 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。お問合せは
CLEAS（中央棟1階）まで。

教育研究支援課

筆記試験/口頭試験 本学申込期間受験料
A1（SD1）
A2
B1
B2

（ペーパー版）
C1

2月15日（土）
2月15日（土）
2月14日（金）

2月12日（水）

2月16日（日）

11月27日（水） 
～12月11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）

■ 春季英語研修（短期協定校留学）参加者募集締切
○ヨーク大学（加）＆ウーロンゴン大学（豪） 11月8日（金）　15：30厳守

■ 2020年度秋学期派遣交換留学　第一次募集締切
○スペイン語圏（スペイン・メキシコ） 11月 6日（水）　15：30厳守
○英語圏（米・加・英・ジャマイカ・チェコ） 11月26日（火） 15：30厳守

■ 2020年度春学期派遣獨協大学国際奨学金　　　　　　　 
（認定留学生）の募集
2020年度春学期より、1学期または2学期間認定留学を予定する学
生を対象に募集します。詳細は国際交流センター窓口または大学HP
で確認してください。

■ IELTS学内試験説明会
11月6日（水）　15：30～16：20

A-408教室
2月8日（土）に本学内で実施するIELTS試験についての説明会を開催
します。受験料補助（大学が10,380円を負担）の申請受付は、11月7日
（木）9：00～12月2日（月）15：30（先着順）。

■ 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）
11月14日（木）　12：45～13：25

A-409教室
※説明会の後、留学個別相談に応じます(13:25～16:30)。
　希望者は事前にJSAFにお問合せください（☎03-5287-2941）。

■ トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム　留学報告会
トビタテ留学を終えた2名の派遣学生による報告会を実施します。

11月6日（水）　12：45～13：25　　　 W-412教室

難民支援団体でのフィールドワーク（アメリカ）
第9期　名取虎之介（言）

11月25日（月）　12：45～13：25　　　W-413教室

フェアトレードボランティア、インターンシップ（デンマーク、ガーナ）
第8期　飯塚琴美（環）

■ トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム
　 第13期募集説明会
11月13日（水）　12：45～13：25

W-412教室

■ トビタテ！留学計画作成ワークショップ
11月20日（水）　15：30～18：30

W-316教室
定員：30名（11月4日（月）より受付開始、先着順）
希望者は国際交流センターにて申込みをし、事前課題を受け取ってください。

■ 海外ボランティア説明会／CIEE国際教育交換協議会
11月20日（水）　12：45～13：25

A-306教室
※次回説明会は、12月10日（火）を予定しています。

国際交流センター

エクステンションセンター

（科目）

■ 高等教育の修学支援新制度について
2020年4月から、低所得世帯の学生に対し、大学の授業料減免と奨学
金給付を行う新たな国の制度がスタートします。申請にあたり、成績や家計
状況等の条件があります。詳細は『給付奨学金案内』で確認してください。
対象学生：2020年4月進級予定者（現1～3年生の学部生）
提出期間：2019年11月4日（月）～11月22日（金）
提出場所：学生課奨学係
『給付奨学金案内』・申請書類配布場所：学生課前（学生センター1階ロビー）
※『給付奨学金案内』に申請書類が挟み込まれています。
※不明な点は、早目に学生課奨学係にお問い合わせください。

■ 日本学生支援機構奨学金返還手続
2020年3月に貸与終了（満期）となる方は、「返還説明会」で配布した
「口座振替（リレー口座）加入申込書」の預貯金者控（金融機関手続印
のあるもの）のコピーを、次のとおり提出してください。
提出期限：11月8日（金）17:00
提出場所：学生課奨学係窓口

■ 自転車通学の方へ
　埼玉県では、自転車損害保険への加入が条例により義務づけられてい
ます。相手に負傷をさせた場合、高額な賠償を求められるケースが多いこと
から、大学としても自転車保険への加入を強くお勧めします。自転車保険は
同窓会事務室（35周年記念館）でも扱っています。
なお、自転車運転中のマナーにご注意ください。特にスマートフォンを見

ながらの運転は危険ですので絶対にやめてください。

学生課

図書館

■ 図書館ガイダンス（学年不問・参加無料・事前予約不要）
実施内容 開催日 時　間 会　場 備　考

図書館
情報セミナー
ルーム

（A-308）

図書館1階
入口前

13：35～
14：35
（60分）

12：50～
13：20

先着40名
PC実習形式
飲食不可

各回
先着5名

データで世界を
理解する
ー OECD iLibrary ー

シークレット・
ライブラリーツアー
～自動書庫ツアー～

11月13日（水）

11月18日（月）
～22日（金）

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

ガ
イ
ダ
ン
ス

予約不要です。当日直接、会場もしくは集合場所にお集まり下さい。
詳細は、図書館HPまたは「図書館ガイダンス案内」のチラシをご覧くだ
さい。お問合せは、図書館1階総合レファレンスカウンター（月～金9：00
～17：00）まで。

言　語 曜　日 レベル・時間

英語

ドイツ語
フランス語

スペイン語

中 国 語

韓 国 語

月
火・金
水
金
金
火
水
火
金
金

初級 17：25～18：10　 中級 18：10～18：55
初級 15：30～16：15　 中級 16：15～17：00
初級 12：45～13：30　 中級 17：25～18：10
入門 17：25～18:10　 初級 18：10～18：55
入門 17：25～18:10　 初級 18：10～18：55
入門 12：40～13：25
初級 12：40～13：25
初級 12：40～13：25
入門 12：40～13：25
初級 17：25～18：10　 初中級 18：10～18：55




