ドイツへの短期留学やドイツ旅行を考えている方、ドイツ語に興味がある方のための、初
心者用ドイツ語会話講座です。『異文化理解セミナー』参加予定の方も、留学の予定が
ない方も、ドイツやドイツ語を勉強したことがあれば、気軽に受講してください。

講座
ガイダンス

●開講発表

●申込期間
ＣＬＡ講座
の特徴
11/11（土）～12/18（月）17：00迄

ＣＬＡ講座
の特徴

12/18（月）17：30

●授業終了後に学内で受講できるオンキャンパス開講！
●学内ならではのお得な受講料！
●経験豊富な講師陣
●同じ目的を持つ仲間と一緒に学び、モチベーションアップ！

講座概要
●開講スケジュール
全8コマ

２月２０日（火）～２月２３日（金）

４日間

２・３時限 10：40～14：30

●教室
学而館 ＧＪ４０４

●定員
1クラス２４名（先着順）
＊最少開講人数10名 （10名未満の場合閉講となりますので、予めご了承願います。）
＊応募者多数の場合、留学参加者を優先することがあります。

●受講料
初回

￥12,000

リピーター※

￥11,400

SPリピーター※

￥10,800

学内

学外者

￥14,400

※＜リピーターの方へ＞
語学力修得は、学習目標をしっかりと立てて持続的に学習を進めることが大切です。
外国語学習のためにＣＬＡ講座を繰り返し受講したいという方のためにリピーター割引制度があります。
全てのCLA講座が対象で、２回目の受講で講座料の５％（リピーター適用）、３回目の受講からは１０％
（スペシャルリピーター適用）の割引価格で受講できます！
◆リピーター割引の対象者は本学在学生のみとなります。
◆利用条件として、受講講座の種類や受講時期は問いません。
◆リピーター割引は自己申告制です。受講申込時に必ず自己申告してください。
（ご注意）受講登録完了後の申告では摘用されません。
◆ＣＬＡ講座の一部講座・プログラムでは、リピーター割引制度の対象外となるものがあります。

●教材
受講時にプリントを配布予定

1

講座内容
●授業スケジュール
テーマ

（＊参加者のレベルや必要性等により適応させます。）

内容

文法事項

自己紹介 その1

・挨拶
・自己紹介
・職業と国籍

規則動詞の現在形
疑問文、疑問詞

自己紹介 その2

・趣味
・一日の生活
・家族

不規則動詞、分離動詞
否定文
名詞の性と格

・料理とメニュー
・注文と支払い
・感想を述べる

冠詞と名詞の格変化
形容詞
数字

・電話での予約
・チェックイン
・依頼をする

話法の助動詞
数字、日付

旅 その1

・切符の購入
・電車・飛行機に乗る
・両替

話法の助動詞
前置詞
数字、日付、時刻

旅 その２

・情報収集
・道案内
・交通手段

命令表現
前置詞
接続詞

・好みを言う
・交渉する
・感想を述べる

冠詞と名詞の格変化
人称代名詞
形容詞
数字

・要望を伝える
・遠足の予定を立てる
・約束をする

話法の助動詞
勧誘の表現
日付、時刻

第1回
2/20
（火）

レストラン
第2回
2/21
（水）

ホテル

第3回
2/22
（木）

買い物
第4回
2/23
（金）

ホームステイ

※休講が発生した場合は補講は最終日の４・５限か、最終日が休講の場合は2/24（土）の２・３限に行います。
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講師紹介

●講師プロフィール

ライプツィヒ大学ドイツ文学研究所修士
テュービンゲン大学
同志社大学日本研究大学院課程修了
ゲーテ・インスティテュート 大阪・京都校 ドイツ語講師
現在、立命館大学ドイツ語嘱託講師

＜講師からのメッセージ＞
ドイツ語を学ぶだけでなく、背景にあるドイツの文化を知ることで
STEGMUELLER ACHIM 講師 短期留学を有意義なものにしてほしいと考えています。
（2/20（火）、21（水）担当） 私は5年間ライプツィヒ大学で学び、毎日がたいへん幸せでした。
この経験を活かして大学の特徴やライプツィヒの町の魅力などもお
伝えしたいと思います。また、安心して過ごすために、治安につい
てもお話しします。
どうすればドイツで楽しく勉強ができるか、このセミナーで心配な
ことや希望していることなど、何でも遠慮なく質問してください。
ステッグミューラー アヒム

ライプツィヒ大学の日本学・ドイツ語教育学修士
元愛知県立大学外国語学部ヨーロッパ学科
ドイツ語圏専攻准教授
現在、立命館大学ドイツ語嘱託講師
＜講師からのメッセージ＞
この講座は、ドイツのライプツィヒでの滞在準備を行うための会話
を中心とした講座になります。もしかしたら、今回が初めての海外
ポルスト ジャクリーン
旅行かもしれませんし、あるいは初めての海外での語学研修、ある
いは初めてのドイツでの語学研修なのかもしれません。そういった
PORST JACQUELINE 講師
（2/22（木）、23（金）担当） 全ての"初めて"に含まれているものは、少しの怖さや不安、「うま
くいくのかな？」という気持ちです。
それらを私たちはこの講座の中で取り除き、楽しみや自信を持って
もらい、ドイツライプツィヒ、そしてライプツィヒ大学での語学研
修を充実させてほしいと、心から思っています。
「知らないことへの怖さ」という壁を乗り越えて、その初めての経
験を是非楽しみにしてください！
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ドイツ語講座
●すぐに使える便利なフレーズ
こんにちは / やあ
さようなら / バイバイ
では、また。
ありがとうございます / ありがとう
すみません
大したことないですよ。
どういたしまして・どうぞ・お願いします
お元気ですか？ / 元気？
とても元気です、ありがとう。
お名前はなんですか？/ お名前は？
わたしは小川ミドリです。
はじめまして。
わたしは学生です。
あなたの職業は何ですか？
立命館大学で政治を専攻しています。
何を専攻していますか？
京都に住んでいます。
私はドイツの音楽に興味があります。
何に興味がありますか？
趣味は何ですか？
ライプツィヒでドイツ語を学びます。
何とおっしゃいましたか？
ゆっくり言って下さい。
もう一度、お願いします。
ドイツ語で何と言いますか？
どういう意味ですか？
すみません。駅はどこですか？
知りません・分かりません。
1、2、3・・・
今、何時ですか？
9時30分です。
それはいくらですか？
何になさいますか？
お会計をお願いします。
週末の予定は？
映画館へ一緒に行こう。
日曜日に時間ある？
大丈夫です。（OK!）

Guten Tag! / Hallo!
Auf Wiedersehen ! / Tschüs!
Bis dann!
Danke schön! / Danke!
Entschuldigung !・Verzeihung !
Macht nichts!
Bitte!
Wie geht es Ihnen? / Wie geht's ?
Sehr gut, danke.
Wie heißen Sie ? / Wie heißt du ?
Ich heiße Midori Ogawa.
Freut mich.
Ich bin Student/in.
Was sind Sie von Beruf ?
Ich studiere Politik an der Universität Ritsumei.
Was studieren Sie?
Ich wohne in Kyoto.
Ich interessiere mich für deutsche Musik.
Wofür interessieren Sie sich?
Was ist Ihr Hobby?
In Leipzig lerne ich Deutsch.
Wie bitte?
Bitte langsam!
Noch einmal bitte!
Wie heißt das auf Deutsch?
Was bedeutet das?
Entschuldigung! Wo ist der Bahnhof?
Ich weiß nicht.
Ein, zwei, drei, usw.
Wie spät ist es jetzt?
Es ist halb zehn.
Wie viel kostet das?
Was bekommen Sie?
Zahlen, bitte!
Was hast du am Wochenende vor?
Gehen wir zusammen ins Kino!
Hast du am Sonntag Zeit?
Alles klar!
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受講申込方法

※必ずよく読んでください。

情報を集めて
講座を知る！
言語習得センター（ＣＬＡ）窓口で、募集要項を配布します。
ＣＬＡのＨＰの各講座のページからもダウンロードできます。まず
は講座についてよく理解してください。
ガイダンスでは、講師の先生から詳しい説明を聞いたり模擬
授業を受けることができます。ぜひ参加しましょう！
また講座に関する質問や相談があれば、遠慮なくＣＬＡの窓
口にお越しください。

http://www.ritsumei.ac.jp/gengo/cla/

Ｗｅｂ申込

〔入力画面のイメージ〕

ＣＬＡのＨＰの「受講申込はこちら」をクリックして受講申込画面に入りま
す。申込手順を確認し、画面下の「受講申込画面へ」から、Ｗｅｂ入力
フォームに進んでください。入力画面の項目に従って必要事項を入力し
てください。
※申込は先着順に受け付けます。
※同じ講座に重複して申し込むことはできません。
※定員をオーバーした場合は、キャンセル待ちでの受付となります。
キャンセルが出た場合には順番に繰り上げて受講手続きの案内
メールが送信されますので、メールはこまめにチェックしてください。
〔申込確認メール〕

入力が終了し「確認画面」へ移ります。入力内容を確認のうえ、「送信する」
ボタンをクリックしてください。入力したメールアドレス宛に、右のような申込確
認メールが届きます。
この時点で
となります。送信された確認メールが「仮登録票」と
なりますので、メールを印刷してください。
※メールはＡ４縦方向・１枚に収まるように印刷してください。
一旦申し込んだ講座をキャンセルする場合は、確認メールの一番下に個人
用キャンセルフォームのＵＲＬが表示されていますので、そこからアクセスし、
キャンセルしてください。

「仮登録票」を窓口へ提出
「振込用紙」を受け取る

〔振込取扱票〕

ＳＴＥＰ２で印刷した「仮登録票」（申込確認メール）をＣＬＡの窓口に提出してください。
申込内容を確認のうえ、所定の振込用紙「払込取扱票」をお渡しします。
※「仮登録票」の提出は、申込日を含めて３営業日以内にお願いします。期日を過
ぎて提出がない場合は自動的にキャンセルとなりますので、ご了承ください。やむ
を得ない事情により３営業日以内に提出できない場合は、必ず事前に言語習得
センター（ＣＬＡ）まで連絡してください。
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受講申込方法
開講発表確認後にお渡しした「払込取扱票」で、郵便局の窓口またはＡＴＭで
受講料を振り込んでください。※銀行振込はできません。

開講発表を確認後に
受講料を振り込む

※振込みを行うと、「振替払込請求書兼受領証」（下図の○で囲んだ部分）が返却さ
れます（ＡＴＭからの振込みの場合はその部分が印字された「ご利用明細書」が発行
されます）ので、絶対に無くさないでください！

ＳＴＥＰ４で受け取った「振替払込請求書
兼受領証」（ＡＴＭの場合は「ご利用明細
書」）を、言語習得センター（CLA窓口）に
提出してください。

「振替払込請求書」を
窓口へ提出

受講料の振込み・「振替払込請求書兼受領証」（ＡＴＭの場合は「ご利用明細書」）の提出は、
開講日の前日までにお願いします。
※開講日の前日までに提出がない場合は、キャンセル扱いとなりますので、ご注意ください。やむを得ない事情により
開講日の前日までに提出ができない場合は、必ず事前に言語習得センター（ＣＬＡ）まで連絡してください。
※提出はコピーで構いません。

上記の書類を提出された方に「受講申込完了確認書」を発行します。
これで

〔受講申込完了確認書〕

となります。

※「受講申込完了確認書」は受講申込完了（契約締結）したことを確認するもの
ですので、講座が終了するまで大切に保管してください。

受講スタート！

※講座を遅刻・欠席する場合は、必ず事前に言語習得センター（ＣＬＡ）まで
連絡してください。

【ＣＬＡ講座のキャンセルポリシー】
受講申込者が受講料の振込みを完了し受講申込完了確認書を受領した時点をもって「受講申込完了」（契約締結）となります。
受講申込完了後に受講をキャンセルする場合の受講料の取り扱いについては、下記の通りとします。
①講座開始日の授業開始時間より前に辞退の申し出があった場合は、受講料を全額返還します。
②講座開始日の授業開始時間以降に辞退の申し出があった場合は、受講料は返還しません。
③大学側の都合により講座が開講中止となった場合は、受講料を全額返還します。
④大学側の責任に帰す事由（募集要項の虚偽記載、明らかな手続きミス等）により受講生が受講を継続できなくなった場合は、未受
講分の受講料を返還します。この場合の返還金額の算出方法は、受講料を総コマ数で按分した１コマ当りの単価に未受講分コマ
数を乗じた金額とします（１円未満は切り捨て）。
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立命館大学ＣＬＡプログラム

２０１７年度 ふれてみようドイツ語 プレ異文化理解セミナー講座 募集要項

立命館大学言語習得センター（ＣＬＡ）
Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｌａｎｇｕａｇｅ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ
【衣笠キャンパス】 至徳館4F
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
ＴＥＬ（075）465-7878 FAX（075）465-8247
【びわこ･くさつキャンパス】 セントラルアーク2Ｆ
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1
ＴＥＬ（077）561-3358 FAX（077）561-3365
【大阪いばらきキャンパス】 Ａ棟１Ｆ ＡＮ事務室内
〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150
ＴＥＬ（072）665-2061 FAX（072）665-2059

http://www.ritsumei.ac.jp/gengo/cla/
e-mail : gengocla@st.ritsumei.ac.jp

