
■ ICZ開室時間変更･閉室のお知らせ
3月2日（月）～3月31日（火）　平日9：00～17：00

上記期間中、3階のみ利用できます。また、3月20日（金･祝）を除き土･日･
祝日は閉室です。
4月1日(水)より、通常通り(平日9:00～22:00、土曜9:00～17:00、日･祝
日閉室)となります。

■ ICZ夜間セキュリティシステムの導入について
新年度より夜間にICZに入室する際、学生証による認証が必要となりま
す。運用開始時期については、PorTaⅡおよびCampus Information4月
号にてお知らせします。

■ TOEIC®L&R公開テストの申込について
TOEIC®L&R公開テストを受験するにあたり、大学で申込を行うと、正規
の受験料6,490円が5,400円に割引となります。
◎申込方法
①証明書自動発行機で納付書を購入
　（ボタンは「教育研究支援課（ICZ）」）
②天野記念館3階ICZ受付カウンターに提出

■ ＣＬＥＡＳ、東棟ヘルプデスク、コンピューター教室、
　 天野記念館2階窓口(機器貸出・ＭＭ工房スタジオ)の開室時間
教育研究支援センターホームページの「窓口利用案内」を参照してください。

■ 3月卒業・修了予定の方へ
◎アカウント削除のお知らせ
2020年3月に卒業・修了予定の方のアカウントは2020年3月30日（月）
まで使えます。3月31日（火）以降はアカウント削除のため大学提供のメー
ルの利用と大学のパソコンへのログインができなくなり、大学のサーバー
内に保存されたデータにアクセスできなくなります。
必要なデータは3月30日（月）までにバックアップしてください。ご不明な点
は、天野記念館2階窓口までお問い合わせください。
◎貸出機器の利用期限について
　天野記念館２階　機器貸出受付：3月5日（木）17：00まで

■ 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。
◎講習会日時

3月11日（水）、3月25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）

■ パソコンの基本操作講習会（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。お問い合わせ
はCLEAS（中央棟1階）まで。

キャリアセンター

■ 玉手箱・テストセンター模擬試験＆練習（3年生対象・有料）
期間内に各自、PC・スマートフォン等で受検　　　1,500円

内容：PCを使ったWEBテスト（適性試験）として受検する確率の高い玉
手箱とSPIについて、模擬試験と反復学習ができます。

申込：証明書発行機で納付書を購入しキャリアセンターに提出（3月
27日（金）まで）

担当：（株）サポートシステム　受検可能期間：購入日～5月31日（日）まで

■ 公務員志望者個別相談会（全学年対象・無料）
3月17日（火）
午前 ①10：30～11：00  ②11：00～11：30  ③11：30～12：00
午後 ④13：15～13：45  ⑤13：45～14：15  ⑥14：15～14：45 
　　 ⑦14：45～15：15  ⑧15：30～16：00  ⑨16：00～16：30
キャリアセンター内

内容：公務員試験に関する個別の質問や相談に応じます。
担当：（株）実務教育出版 講師　　定員：9名（完全予約制）
申込：キャリアセンターの窓口にて予約

ガイダンス等案内

キャリアセンターの開室時間について
＜開室＞　月～金曜日　9：00～17：00　土曜日　9：00～12：00
＜閉室＞　日、祝祭日
※進路相談は午前中が比較的空いています。相談は16:40までに
受付してください。

※履歴書はぶっくぎゃらりぃDUOで早目に購入しておきましょう。

2021年3月卒業（3年生）・修了予定者へ（必須）
進路希望登録をまだしていない学生は、早急に登録してください。
登録方法：Web登録（PorTa Ⅱ → キャリア支援 → 進路希望入力）

求人票について
3年生向けおよび4年生向けの求人票が多数届いておりますので、
キャリアセンターへお越しください。求人票（青色レターファイル）はキャ
リアセンター入ってすぐ右側の棚に業種別の50音順に並んでいます。
また、掲示板やPorTa Ⅱでも見られます。就職活動体験記も是非参考
にしてください。

2020年3月卒業予定者の方へ（必須）
「進路報告書」を未提出の方は、速やかにキャリアセンターまで提出
してください。また、提出済の方でも、進路先が変更になった場合は
再度提出をお願いします。文部科学省「学校基本調査」回答のた
め、「進路報告書」の提出は全員必須です。就職以外の進路（大学
院・専門学校・留学等）や就職活動継続中に関わらず必ず提出し
てください。

保健センター

■ 2020年度学生定期健康診断実施について ～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。受診セットが3月28日までに届かない場合は、保健セン
ター窓口へ。
◆健康診断受付時間（男女別・学年学科別）

男性 2年 独・英・仏・交・言・済・　　営・環経・国関 男性 2年 法・総3年 独・英・仏・交・言・済・営

女性 女性 2年 独・英・仏・交・言・　　済・環経・法・国関・総

男性

3年 法
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

4年 独・英・仏・交・言・総
大学院（新入生以外）／
法科大学院研修生

男性

女性
2年 営
3年 営
⁑4年 済・営・環経・法・国関

学部新入生（含：編入生）
大学院（新入生）女性

学部新入生（含：編入生）

学部新入生（含：編入生）

女性

3年 独・英・仏・交・言・
　　済・環経・法・国関・総

女性

男性 男性学部新入生（含：編入生）
大学院（新入生）

9：30～11：30 13：30～16：00

3月30日（月）

3月31日（火）

4月  1日（水）

4月  2日（木）

4月  3日（金）

4月  4日（土）

■ 相談日（3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。

⁑4月2日受診対象（女性）の4年生で、同日の教育実習ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝに
出席する学生は、4月3日午前に受診してください。
①注意事項
・指定日に受診できない場合は、早めに窓口でご相談ください。
・2020年度休学を申請している方も受診可能です。
②健康診断証明書の発行
　この期間に受診した方の発行は、4月末の予定です。

■ 第37回健康セミナー
テーマ「アルコールの危険性」

3月11日（水）　14：00～15：00　　　　　　E-102教室
講　師：飯島 誠（獨協医科大学 准教授）
その他：申し込み不要、アルコールパッチテスト実施します。

■ 2019年度健康診断証明書の発行について
3月卒業予定の方の最終発行日は、3月19日（木）、それ以外の方は、3月
26日（木）となります。
※期日を過ぎての発行は出来ませんのでご注意ください。

日　　　　程 受付時間

学校医

内　　　　　  科   5日（木）、17日（火）、19日（木）、
24日（火）、26日（木）

10：20～11：30
12：35～15：00

※26日は
　14：00まで

婦 人 科   4日（水）、18日（水）

10日（火）、25日（水）
＊精神神経科は予約が必要です

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

申込方法の記載がなければ申込不要。

3年 環経・国関・総
4年 独・英・仏・交・言・済

2021年度卒業アルバムの個人撮影のお知らせ （2021年3月・9月卒業予定者対象）
日　時 ： 3月30日（月）～4月3日（金）　　　　場　所 ： 学生センター1階フリースペース
備　考 ： ・学生証をお持ちでない方は撮影できませんので、ご注意ください。　　・撮影は無料です。

・12月に個人撮影を行った方は不要です。　　・卒業アルバムは卒業式当日に配布します。
問い合わせ ： 学友会本部　卒業アルバム編集委員会（学生センター3階）　　sotsuaru@dokkyo.com　☎  048-946-1943

■ 2020年度秋学期派遣韓国交換留学生第2次募集
応募締切：3月24日（火）　15：30　面接：4月2日（木）

■ 2020年度秋学期派遣英語圏交換留学生第3次募集
応募締切：3月30日（月）　15：30　面接：4月上旬

※協定校の出願締切日に対して余裕があり、かつ募集定員数に空きが
ある協定校のみ募集を行います。

■ 海外留学ガイダンス開催（新2～4年生対象）
4月6日（月）　12：30～13：30　　　　　W-102教室

■ 2020年度秋学期派遣ドイツ語圏交換留学生募集
募集説明会：4月7日（火）　12：45～13：25

セミナールーム（キャリアセンター隣）
応募締切：4月13日（月）　15：30
面接：4月下旬予定　発表：4月下旬予定

■ 2020年度秋学期・2021年度春学期派遣
　 フランス交換留学生募集
対象：①西部カトリック大学

②フランシュ・コンテ大学
③パリ第1大学 パンテオン-ソルボンヌ
募集説明会：4月7日（火）　15：30～16：30

4月9日（木）　12：45～13：25（昼食持込可）
両日ともセミナールーム（キャリアセンター隣）

応募締切：5月12日（火）　15：30
選考：①、②1次筆記試験、2次面接ともに5月中旬予定

発表：5月下旬予定
③面接のみ：5月中旬予定　発表：5月下旬予定

■ 2020年度フランス語圏長期（認定）留学ガイダンス
4月17日（金）　12：45～13：25（昼食持込可）

セミナールーム（キャリアセンター隣）
フランスへの長期留学（1学期以上）を検討している方に概要を説明します。

■ 外国籍の学生の方へ　在留期間および在留資格変更について
各種変更が生じた場合は在留カード等のコピー（両面）を持参のうえ、
国際交流センターへ報告をしてください。

■ 卒業予定の在留資格「留学」の方へ
2012年7月9日以降に上陸許可または在留期間の更新許可等を受け
た学生が、卒業や就職により所属機関の変更が生じる場合には、変更
が生じてから14日以内に出入国在留管理局に「活動機関に関する届
出」を提出する必要がありますので、各自必ず手続きをしてください（所定
様式等は国際交流センターでも配布しています）。

■ 外国人学生奨学金ガイダンス
4月2日（木）　14：00～15：30　　　　　A-408教室

■ ロータリー米山記念奨学生募集説明会（在留資格「留学」者対象）
4月2日（木）　15：40～16：10　　　　　A-408教室（予定）

■ 国際交流センター サポート・スタッフ募集
国際交流センターでは、職員と一緒に国際交流イベントの運営や来日する
留学生のサポートを行う学生スタッフを募集します。国際交流に興味関心の
ある学生はぜひ募集説明会にご参加ください。
募集説明会：4月15日（水）・16日（木）　12：45～13：25
両日ともA-306教室（予定）

※以上、募集説明会の日時、場所が未確定のものについては、Cam 
pus Information4月号に再度掲載します。詳細は国際交流センター
にお問い合わせください。

国際交流センター教育研究支援課

試験日回数 インターネット申込期間 本学での納付書購入および
バウチャーコード配付期間

TOEICからの
結果発送予定日

5月24日（日）

6月28日（日）

3月  4日（水）～4月  7日（火）

4月  8日（水）～5月19日（火）

3月  4日（水）～4月  2日（木）

4月  8日（水）～5月14日（木）

6月23日（火）

7月28日（火）

第250回

第251回




