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■ 2019年度秋学期「学生による授業評価アンケート」
　「学生による教育環境改善のためのアンケート」に
　 ご協力ください
2019年度秋学期「学生による授業評価アンケート」、「学生による教育
環境改善のためのアンケート」は、紙媒体からPorTaⅡに移行しました。
実施期間：1月8日（水）～2月10日（月）
※原則、第13回目あるいは第14回目（最終授業日）のどちらかの授業で
実施します。
実施授業：

※上記クラスで、原則、履修している全科目のアンケートを実施します。
※上記クラスを履修していない学部生、大学院学生、聴講生、特別聴
講生、科目等履修生、および欠席等の理由により上記の実施期間
中に授業内で回答できなかった方は、1月8日（水）から2月10日（月）
までに授業時間外で個別に回答してください。
実施方法・結果公表：
回答は、PorTaⅡのアンケートフォームで行います。詳細はPorTaⅡダウン
ロードセンターに掲載の『【学生用】「学生による授業評価アンケート」及
び「学生による教育環境改善のためのアンケート」実施要領』を事前
に確認してください。
問い合わせ先：
自己点検・評価室（6棟1階）
☎ 048-946-1824　または　048-951-2226
　 jikotenken@stf.dokkyo.ac.jp

学生課

■ 2020年度　奨学金の申請について
『2020年度 奨学金の栞』および申請に必要な書類を次のとおり配布します。

3月下旬（PorTaⅡ掲示板でお知らせします）

学生課前ロビー（学生センター１階）
対象：新2～4年生
願書受付開始：4月2日（木）～
※希望する奨学金により提出期間が異なります。詳細は『奨学金の栞』で
確認してください。
※申込の機会を逃すことのないよう、事前に保証人と相談してください。

■ 【日本学生支援機構奨学生】2020年4月より留学する方へ
日本学生支援機構奨学金（第一種・第二種・給付型）を受給中の方は、必
ず出発前に以下の手続きをしてください。

【交換留学・認定留学】
•継続受給を希望する場合・・・手続不要
•受給を休止する場合・・・・・・・「異動届（休止）」を3月19日までに提出
　※留学終了後に奨学金復活(再開)の手続きをしてください。

【休学留学】
休学中の奨学金は休止となります（休学中は奨学金を受給できません）。
•「異動届（休止）」を3月19日までに提出してください。
　※復学後に奨学金復活(再開)の手続きをしてください。
手続場所：学生課奨学係（学生センター1階）

■ 一般入試の試験監督補助アルバイト募集
一般入学試験A方式、B方式の試験監督補助アルバイトを募集します。
2月1日(土)、2日（日）　8:00～15:00
※志願者数により時間が変更になる場合があります。

本学キャンパス
時給：926円（昼食付）
申込：学生課窓口にて申込用紙に記入。
　　 詳細は、学生センター1階・学生課前の掲示板でご確認ください。

保健センター

■ 2020年度学生定期健康診断について
3月30日（月）～4月4日（土）に実施予定です。
※詳細は大学ニュース3月号・ポータルサイトで確認してください。
健診受診票は2月上旬時点で登録されている住所へ、3月上旬から郵
送します。
住所を変更する人は、2月上旬までに新しい住所を登録しておいてください。

■ 相談日（1・2月）

＊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月9日（木）、21日（火）、
＊23日（木）、30日（木）

2月4日（火）、6日（木）、18日（火）
20日（木）、＊27日（木）

10：20～11：30
12：35～15：00

婦 人 科 1月15日（水）
2月  5日（水）、19日（水）

1月22日（水）、2月12日（水）、26日（水）

精 神 科

内科・精神神経科

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 今月はお休みです 10：20～11：30

12：35～15：00

＊1月23日(木)
2月27日(木)は
  14：00まで※精神神経科は予約が必要です

図書館

■ 春季長期貸出受付（雑誌を除く）
＜学部学生＞＊卒業予定者を除く　　1月15日（水）～3月26日（木）
＜大学院生＞＊修了予定者を除く 　1月15日（水）～3月10日（火）
＊返却期限日　4月10日（金）
＜学部卒業予定者の長期貸出＞ 1月15日（水）～3月5日（木）
＜大学院修了予定者の長期貸出＞ 1月15日（水）～2月18日（火）
＊返却期限日　3月20日（金）卒業式
＊卒業・修了予定者は、卒業式までに必ず資料を返却してください（郵
送・宅配可）。

■ 冬季長期貸出資料の返却期限　1月9日（木）
■ 自動書庫・蔵書検索（OPAC）および
　 資料貸出受付の停止について
自動書庫の部品交換作業、および図書館システムのバージョンアップ作
業により、以下の通り運用を停止します。
・2月17日（月）～25日（火） 自動書庫の資料が使えません。
・2月21日（金）～25日（火）　蔵書の検索、貸出ができません。
※図書・雑誌の館内閲覧とPC設置席、共同学習室等施設の利用は可
能です。
停止期間は作業の進捗状況により前後することがあります。
詳細は図書館ホームページをご覧ください。

■ 「第154回日商簿記検定試験」団体受験申込について
2月23日（日） 草加市勤労福祉会館
2級：4,720円　3級：2,850円

申込：納付書購入⇒1月10日(金)までにエクステンションセンターへ提出
合格発表：3月9日（月）
＊合格証書交付：3月23日(月)以降（４年生で合格証書を受け取れない

方は窓口でお申し出ください。）

■「公務員試験受験準備室員」の募集について
（公務員を志望する全学年対象・無料）
利用期間：2020年3月3日（火）～2021年2月26日（金）
定員：20名
応募条件：公務員試験受験準備室 室員募集要項で確認してください。
申込：1月8日（水）～1月31日（金） 17：00まで⇒エクステンションセン

ターへ応募用紙を提出
選抜方法：2月6日（木）　10：00～11：00　筆記試験（数的処理）
結果発表：2月27日（木）　  9：00　エクステンションセンター前掲示板

入室ガイダンス［合格者のみ］10：00～12：00
＊募集要項・応募用紙はエクステンションセンターで配布しています。

科　目 受験料 試験時間
基礎能力試験＋専門試験＋一般論文試験
基礎能力試験＋専門試験のみ

9：30～17：35
9：30～16：20

3,000円
2,000円

科　目 受験料 試験時間
教養試験＋専門試験 9：30～15：302,000円

■ 公務員全国公開模試　主催／東京アカデミー
＜警察官・消防官型　裁判所職員一般型　国税専門官型　地方上級（特別区）型＞
2月15日（土）　　　　　　西棟（教室は当日掲示）

申込：納付書購入⇒2月12日（水）までにエクステンションセンターへ提出

＜国家一般型＞
3月14日（土）　　　　　　西棟（教室は当日掲示）

申込：納付書購入⇒3月11日（水）までにエクステンションセンターへ提出

＜地方上級型＞
3月26日（木）　　　　　　西棟（教室は当日掲示）

申込：納付書購入⇒3月23日（月）までにエクステンションセンターへ提出

＊試験時間の詳細はエクステンションセンターで配布中の要項をご覧く
ださい。
＊2020年試験対応の予想問題を用いた実践型で完成度の高い全国
規模の公開模擬試験です。
＊全国レベルの実力がわかる、客観的な判定資料が手に入ります。
＊5月16日に市役所型の模擬試験を実施する予定です。詳細は大学
ニュース4月号に掲載します。

エクステンションセンター

科　目 受験料 試験時間
警察官・消防官型　　  教養試験のみ
裁判所職員一般型
　基礎能力試験＋専門試験＋専門試験記述式
　基礎能力試験＋専門試験のみ
国税専門官型
　基礎能力試験＋専門試験＋専門試験記述式
　基礎能力試験＋専門試験のみ
地方上級（特別区）型
　教養試験＋専門試験
　教養試験のみ

9：30～12：00

9：30～16：45
9：30～15：30

9：30～17：15
9：30～15：40

9：30～15：30
9：30～12：30

1,500円

3,000円
2,000円

3,000円
2,000円

2,000円
1,500円

■ 2020年度 大学院入試の出願が始まります
【博士前期課程Ⅱ期入試・博士後期課程入試】

【博士前期課程　特別入試】

【博士前期課程　学内推薦Ⅱ期入試】

※出願要件・選考方法等詳細については、大学院ホームページまたは『大
学院学生募集要項』（大学院事務室にて配布中）で確認してください。
★問合せ先：大学院事務室（4棟1階）
☎ 048-946-1666  　  daigakuin@stf.dokkyo.ac.jp

研究科 試験日専　攻 出願期間
法学研究科

外国語学研究科

経済学研究科

法律学専攻
ドイツ語学専攻
英語学専攻
フランス語学専攻
経済・経営情報専攻

2月8日（土）
1月  8日（水）～ 
1月15日（水）
※締切日消印有効

研究科 試験日専　攻 出願期間
法学研究科

外国語学研究科

経済学研究科

法律学専攻

ドイツ語学専攻

英語学専攻

フランス語学専攻

経済・経営情報専攻

2月8日（土）
1月  8日（水）～ 
1月15日（水）
※締切日消印有効

研究科 試験日専　攻 出願期間

経済学研究科 経済・経営情報専攻 2月8日（土）
1月  8日（水）～ 
1月15日（水）
※締切日消印有効

大学院事務室

自己点検・評価室

会計課

■ 学費「Web口座振替受付サービス」の手続きについて
学費納付の方法として口座振替を希望される場合、ご自分のパソコン・ス
マホから口座振替に申込申請できます（「Web口座振替受付サービス」）。
【全学生対象（※すでにJCB口座振替をご利用の場合は除く。）】
Web口座振替受付サービスの概要
・WEB画面によるオンライン手続（銀行届出印不要）
・口座振替日：春学期4月12日、秋学期9月12日
・手数料は大学負担となります
Web口座振替受付サービス手続方法
・QRコード
・キーワード 「獨協大学Web口座振替」で検索
【2018年度以前の入学者で「従来の口座振替申請書」にて口座振替へ
の変更を希望される場合】
・申込書配付場所：会計課（中央棟２階）
・提出期限：2月5日（水）
・口座振替日：春学期4月10日、秋学期9月10日
・手数料は大学負担となります

（所属／学年） 1年 2年 3年

外国語
学部

国際教養
学部

経済学部

法学部

ドイツ語学科
英語学科

フランス語学科
交流文化学科

言語文化学科

経済学科
経営学科

国際環境経済学科
法律学科

国際関係法学科
総合政策学科

基礎ドイツ語Ⅱ
Reading StrategiesⅡ
フランス語Ⅱ（文法）
基礎演習Ⅱ

スペイン語Ⅱ（総合1）
中国語Ⅱ（総合1）
韓国語Ⅱ（文法・読解1）

English（リーディングⅠｂ）

English（リーディングⅠｂ）

基礎演習Ⅱ
Reading StrategiesⅣ
フランス語Ⅳ（文法）
Reading StrategiesⅣ

演習

演習Ⅰｂ

基礎演習

専門演習
演習
演習
演習

演習

演習Ⅱｂ

演習Ⅰｂ

4年
専門演習
演習
演習
演習

卒業研究

演習Ⅲｂ

演習Ⅱｂ

入試課

2・3   　科目（Ａ方式）　　　　試験日：2月1日（土）
2科目全学統一（Ｂ方式）    試験日：2月2日（日）

2科目（Ｃ方式）　　　　　試験日：2月23日（日）

センター利用入試（全学科実施／個別試験は実施しません）

センター利用入試前期
  出願郵送受付：１月 ４日（土）～１月１7日（金）〔消印有効〕
センター利用入試中期
  出願郵送受付：１月 ４日（土）～１月２９日（水）〔消印有効〕
センター利用入試英語資格
  出願郵送受付：１月 ４日（土）～１月２９日（水）〔消印有効〕
センター利用入試後期
  出願郵送受付：１月20日（月）～３月 9日（月）〔消印有効〕

試 験 会 場：本学キャンパス・札幌・仙台・新潟・富山・水戸・宇都宮・
　　　　　　  高崎・千葉・立川・横浜・長野・静岡・名古屋・福岡
出願郵送受付：１月 ４日（土）～１月２3日（木）〔消印有効〕
出願窓口受付：１月２4日（金）　１０：００～１５：００

試 験 会 場：本学キャンパス
出願郵送受付：１月 ４日（土）～２月１７日（月）〔消印有効〕
出願窓口受付：２月１8日（火）　１０：００～１５：００

■ 一般入試日程 （すべてインターネット出願）




