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■ 第１回就職ガイダンス（3年生対象・無料）
テーマ：「就職活動スケジュール・自己分析」

①4月8日（月）、②4月9日（火）、③4月12日（金）　12：45～13：25
①②③すべてＷ-102教室　　※①②③いずれか1回出席。

■ 教員志望者ガイダンス（全学年対象・無料）
4月11日（木）　12：45～13：25　　　　　　Ｅ-102教室

内容：教員を目指す学生のため、公立・私立の教員採用試験の現状に
ついて説明します。

担当：㈱キャリアビスタ 派遣講師
申込：4/2～キャリアセンターの受付簿に記入

■ 1・2年生のための就職ガイダンス①（1・2年生対象・無料）
テーマ：「学生生活と就職活動」

4月15日（月）　12：45～13：25　　　　　　Ｅ-102教室
内容：大学生活では勉学・課外活動に励み、仲間を作り充実した時間を送る

ことが重要です。なぜなら、数々の出会いがその人を磨き、人間力を高める
ことにつながっているからです。大学での過ごし方、将来のキャリアプラン
の設計など、これから1・2年生に必要な心構えについて説明します。

担当：キャリアセンタースタッフ

■ インターンシップガイダンス（全学年対象・無料）
①4月16日（火）、②4月18日（木）  12：45～13：25 　　Ｗ-102教室

内容：インターンシップとは何か、インターンシップの種類、応募から実習
までの流れを説明します。

担当：キャリアセンタースタッフ

■ 公務員試験基礎ガイダンス①（全学年対象・無料）
4月23日（火）　12：45～13：25　　　　　  Ａ-206教室

内容：主に1・2年生を対象に試験の種類や仕事内容、3年生までに準備
しておきたい学習のポイントをお話しします。

担当：㈱実務教育出版 講師

■ 公務員志望者個別相談会（全学年対象・無料）
4月23日（火）　　　　　　　　　　　　　  キャリアセンター内
午前 ①10：30～11：00 ②11：00～11：30 ③11：30～12：00
午後 ④13：45～14：15 ⑤14：15～14：45 ⑥14：45～15：15
　　 ⑦15：30～16：00 ⑧16：00～16：30

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：㈱実務教育出版 講師　定員：8名（完全予約制）
申込：4/2～キャリアセンターの窓口にて予約

■ 官公庁・自治体インターンシップ説明会（全学年対象・無料）
4月24日（水）　12：45～13：25　　　　　  Ａ-207教室

内容：官公庁・自治体のインターンシップは、その多くが大学を通して手続き
するため、学内申込期限や手続書類等、民間企業での実習と異なり、
注意すべきポイントがあります。その注意点や実習先を探す方法、
その他の自己開拓型インターンシップについても詳しく説明します。

担当：キャリアセンタースタッフ

ガイダンス 等 案内 ■ ツーリズム・サービス・ホスピタリティ講座（全学年対象）
【事前説明会】（無料）

4月10日（水）　12：45～13：25 　　　　　　Ｅ-102教室
【本講座】（有料）

全10回（日程は事前説明会にて掲示）　　　　　Ａ-409教室
10,000円（全10回）　　定員：60名　最少開講人数30名

内容：運輸業、宿泊業、旅行業といったツーリズム関連産業全般に通じる
サービスの在り方を学びます。

担当：元日本航空客室マネージャー　谷川陽子 氏
申込：4月10日（水）～4月17日（水）
　　  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

■ 就職活動の最新動向解説＆就職ゼミ事前説明会①②　　　　
　 （3年生対象・無料）

①4月17日（水）　②4月19日（金）　①②ともに12：45～13：25
Ｗ-102教室

内容：就職活動の最新動向について解説します。また、ビジネスマナーや
日経新聞を活用した業界・企業研究、夏のインターンシップに向けた
グループディスカッション対策を行う就職ゼミの概要も説明します。

担当：㈱ジョブカレッジ 杉村鉄 氏（本学就職ゼミ講師）

■ 自己発見のための職務適性テスト（3年生対象・無料）
4月17日（水）　15：30～17：10　　　　　　　Ｅ-102教室

内容：「自己分析・自己発見のための職務適性テスト」を実施します。仕事を
選ぶ際の準備で最初に必要なことは、「自分自身をよく知ること」で
す。自分の特性について研究し、性格の特徴や人間的な持ち味など
を理解しておけば、就職活動にも自信をもって臨むことが出来ます。

担当：㈱ディスコ（キャリタス）就活アドバイザー
申込：4/2～キャリアセンターの受付簿に記入

■ 知って役立つ労働法（全学年対象・無料）
4月17日（水）　17：20～19：00　　　　　　　Ａ-408教室

内容：アルバイトや就職する際の労働条件に対する疑問や不安を解消しま
す。実際に働いて「おかしい」と思った時に困らないためにも、実際に
発生した事例を交えながら労働法についてわかりやすく解説します。

担当：厚生労働省埼玉労働局 派遣講師
申込：4/2～キャリアセンターの受付簿に記入

■ 就職活動のための日経新聞活用法（全学年対象・無料）
4月22日（月）　12：45～13：25　　　　　　　Ｅ-102教室

内容：『日本経済新聞』は業界研究だけでなく、志望動機やエントリーシート
を書く上でも重要な情報源であり、就職活動を進めるにあたって必要
不可欠なものです。『日本経済新聞』の読み方、効率的に読むポイン
トについて解説します。

担当：日経メディアプロモーション㈱ 派遣講師

■ ＳＰＩ模擬テスト①（3年生対象・有料）
4月24日（水）　テスト 15：30～17：10　解説 17：20～19：00
Ａ-207教室　　　　1,050円

内容：企業の筆記試験では、SPIなどの適性試験がよく実施されており、模擬
試験を受検することで、自分の実力を知る機会となります。特にSPI
対策が不十分な学生や数学を苦手としている学生向けの講座です。

担当：㈱実務教育出版
申込：4/2～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

■ インターンシップのためのナビサイト活用法（全学年対象・無料）
4月26日（金）　12：45～13：25　　　　　　　Ｅ-102教室

内容：インターンシップに向けた準備を含めると3年生の春から就職活動
が始まるとも言えます。就職ナビサイトで募集するインターンシップの
種類や申込方法、インターンシップイベント等について説明します。

担当：㈱リクルートキャリア 派遣講師

講座 等 案内

キャリアセンター
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＊一般的な留学相談については、これまでと同様に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。

講 座・講 演
【総合講座】　外国語学部　水曜3時限　E-205教室
４月10日 山口誠（交流文化学科教授）

「ガイダンス：モビリティとは何か？」
４月17日 須永和博（交流文化学科准教授）

「モビリティが作り出す文化：タイ国プーケットを事例に」
４月24日 柿田秀樹（英語学科教授）

「表象のモビリティ」
【総合講座】　経済学部　水曜3時限　W-102教室
４月17日 片岡伸行氏（ジャーナリスト・「週刊金曜日」元副編集長）

「メディア記号論」
４月24日 高木憲明氏（前埼玉県鶴ヶ島市代表監査委員）

「働き方改革と企業倫理 ー私の経験からー」

学生課
■ 『奨学金の栞』配布
2019年度奨学金申請に必要な書類を次のとおり配布しています。
•配布場所：学生課前ロビー（学生センター1階）
※獨協大学奨学金（給付型）、日本学生支援機構奨学金（給付型／貸与

型）、民間奨学金（給付型／貸与型）について掲載しています。
■ 奨学金の出願について
出願期間：4月2日（火）～4月22日（月）9：00～17：00（土曜日は12：00まで）
　　　　 （注）民間奨学金を希望される方は4月9日（火）17：00まで。
提出先：学生課奨学係窓口（学生センター１階）
　※出願期間後は、理由の如何に関わらず受付けません。
　※問合せ・相談等は随時学生課奨学係窓口で受付けています。
■ 日本学生支援機構奨学金　　　　　　　　　　　　　　　
　　高校予約採用候補者（給付・貸与）の方へ（新入生）
「平成31年度大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】」
提出期間：4月2日（火）～4月24日（水）　9：00～17：00（土曜日は12：00まで）
提出先：学生課奨学係窓口（学生センター１階）

「平成31年度大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】」と
引換に「IDとパスワード」を交付しますので各自インターネットで「進学届」を
提出（入力）してください。
•4月8日までに入力　⇒　４月21日初回振込
•4月9日～4月24日までに入力　⇒　5月16日初回振込

4年生向けセミナー等案内
■ 4大学（獨協・青山学院・亜細亜・明治学院）合同企業説明会

4月20日（土）　13：00～17：00　　　　　　学外会場（渋谷）
内容：獨協・青山学院・亜細亜・明治学院大生を積極採用したい企業

が渋谷に集結します。4大学限定の会社説明会になりますので、
事前予約の上、参加してください。

申込：『就活ラボ』のサイトから申込必要

■ 4年生就活応援企画　Ⓐ「優良企業求人紹介ガイダンス」
　 Ⓑ「面接＆グループディスカッション講座」

Ⓐ4月22日（月）、4月25日（木）　12：45～13：25
Ⓑ4月22日（月）　15：30～17：10

内容：就職活動中の4年生向けの企画です。就職活動の進捗状況に
より、各自必要だと思う企画に参加してください。会場は掲示・
ポータルサイトに記載します。

担当：Ⓐキャリアセンタースタッフ  Ⓑ獨協大学キャリアアドバイザー　中道真理 氏
申込：キャリアセンターの受付簿に記入

■ 外国人学生奨学金等ガイダンス
4月2日（火）　15：00～16：30　　　　　　　 A-408教室

■ 海外留学ガイダンス開催
4月4日（木）　
2～4年生対象／12：30～13：30 　　  西棟1階（学科別に指定教室あり）
新 入 生 対 象 ／14：00～15：00

■ 2020年度春学期派遣中国語圏交換留学生募集説明会
4月8日（月）　12：40～13：30　　　　　　　 A-401教室

応募締切： 6月17日（月）　15：30厳守

■ 2019年度秋学期派遣ドイツ語圏交換留学生募集説明会
4月9日（火）　12：40～13：30　　　　　　　 A-406教室

応募締切： 4月15日（月）　15：30厳守

■ フランス交換留学生募集説明会
対象：A. 西部カトリック大学（秋学期派遣・2020年度春学期派遣）

B. フランシュ・コンテ大学（秋学期派遣）
C. パリ第1大学（秋学期派遣） ＊応募資格は3年生かつ専攻の限定あり

募集説明会： 4月9日（火） 15：30～16：30　4月11日（木） 12：40～13：30
両日ともセミナールーム（天野記念館1階）

応募締切： 5月9日（木）　15：30厳守
選考：A.B. 1次筆記 5月中旬　2次面接 5月下旬、　C. 面接 5月下旬

■ 2019年度夏季短期協定校留学、短期認定留学募集説明会

国際交流センター

※説明会はいずれか1回に必ず出席してください。各プログラムの詳細は国際交流センターで
配布の「留学ガイド2019」をご覧ください。

※研修先大学および研修期間については変更する場合があります。

研修名 研修国 研修期間 説明会日程 教室
ハレ＝ヴィッテンベルク大学
ドイツ語研修 ドイツ 8月  4日（日）

～9月  2日（月）
8月  4日（日）

～8月29日（木）
8月  8日（木）

～9月  9日（ 月）
8月21日（水）

～9月22日（日）

8月4日（日）
～8月24日（土）

8月3日（土）
～8月27日（火）

夏季休業
期間中

4月11日（木）12:40～13:30
4月16日（火）12：40～13：30
4月  9日（火）12：40～13：30
4月17日（水）12：40～13：30
4月10日（水）12：40～13：30
4月18日（木）12：40～13：30
4月18日（木）12：40～13：30
4月26日（金）12：40～13：30

4月18日（木）12：40～13：30
4月22日（月）12：40～13：30
4月12日（金）12：40～13：30
4月23日（火）12：40～13：30

4月17日（水）15：30～

A-404

A-306

A-306

セミナー
ルーム
セミナー
ルーム

A-401

A-401

E-202

ウィスコンシン大学
英語研修
カリフォルニア大学デービス校
グローバルビジネス英語研修

アメリカ

アメリカ

ブルゴーニュ大学
フランス語研修 フランス

8月24日（土）
～9月23日（月）

4月17日（水）12：40～13：30
4月22日（月）12：40～13：30

グアダラハラ大学
スペイン語研修 メキシコ

建国（コングク）大学
韓国語研修

大連理工大学
中国語研修

韓国

中国

短期認定留学夏季プログラム イギリス、
フィリピン他

※各ガイダンスについての詳細は、図書館ホームページまたは「図書館ガイダンス案内」のチラシをご覧ください。
※レポート・論文の書き方講座、データベースガイダンスを5月以降に開催します。詳細は5月号でお知らせします。

図書館
■ 図書館開館時間

月～金曜／8：30～22：00　土曜／8：30～20：00
総合レファレンスカウンター（1階）　月～金曜   9：00～17：00
レファレンスカウンター（2階）         月～金曜 12：30～17：00
3階のレファレンス機能は、1・2階に集約します。

開催日実施内容 時　間 会場・集合場所
①図書館スタンプラリー（好きな時間に自由に回れる図書館ツアー）

②上映会「はじめてのレポートの書き方」

4月1日（月）～5月31日（金）
4月4日（木）

4月8日（月）、9日（火）、10日（水）

開館時間中随時
10：10～14：50 （35分×8回リピート上映）

15：30～16：05

スタート地点は図書館各階入口

図書館３階
「図書館情報セミナールーム」

（A-308教室）

■ 図書館ガイダンス（学年不問・参加無料・事前予約不要）

■ 春季長期貸出の返却期限は4月10日（水）
■ 図書館学生サポーター（BiVS：ビボス）を募集します
図書館では、学生の視点に基づいた魅力ある利用者サービスを行う目的
で、今年度も図書館学生サポーターを募集します。詳細は図書館ホーム
ページをご覧ください。

■ TOEFL®テスト説明会
4月11日（木）　12：40～13：30　　　　　　　A-408教室

英語圏の留学を考えている方は、積極的に参加してください。
■ International Spring Party（予約不要）

4月13日（土）　12：30～15：30　　　 学生センター1階 雄飛ホール
外国人留学生・外国人学生と日本人学生の交流を目的とするパーティです。
■ 海外ボランティア説明会／国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部

4月12日（金）　12：40～13：30　　　　　　　A-306教室
世界約30か国で実施されるワークキャンプ型ボランティアです。
■ フランス語圏長期（認定）留学ガイダンス（昼食持込可）

4月19日（金）　12：40～13：30　　　 セミナールーム（天野記念館1階）
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。
■ 外国籍の学生へ（全学年対象）
外国籍の方の在留資格および在留期限等の確認を毎年年度始めに実施します。
特別入試（外国人学生）および9月入学制度以外で入学した外国籍を有する学生
は、住民票（地域、国籍、在留資格、期限、在留カード番号等が記載されている
もの）または在留カード等の両面コピーを国際交流センターに提出してください。
提出締切：4月12日（金）
■ 在留資格「留学」の新入生へ
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
は、本学入学により所属機関の変更が生じるため、4月14日（日）までに地方
入国管理局に「活動機関に関する届出」を提出する必要があります。各自必ず
手続をしてください（所定様式等は国際交流センターでも配布しています）。
■ 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を行う学生ス
タッフを募集中です。国際交流に興味関心のある学生はぜひ合同説明会にご
参加ください。
募集説明会：4月16日（火）・17日（水）　12：40～13：30　両日ともA-408教室

■ 言語圏別学生相談日

■  2019年度用学生証裏面シールの交付について
学生証裏面シールは、3月下旬に成績通知表発送時に同封しました
ので、学生証裏面に貼付してください。なお、2018年度に休学または
留学していた方は、4月末日までに学生課学生生活係窓口で受け
取ってください。※代理不可

■ 住所・電話番号の変更について
引越しなどで住所や電話番号に変更があった場合は、「住所変更届」を
学生課学生生活係窓口に提出してください。市町村合併等で表記が
変更となった場合も届出してください。「住所変更届」用紙は学生課学生
生活係窓口に用意していますが、HPからダウンロードすることもできます。

■ 自転車の登録について
新入生で自転車通学を予定している方は、下記の期間に必ず登録手続き
を行ってください。
登録期間：4月8日（月）～12日（金）　9：30～16：45
登録場所：学生課前ロビー（学生センター１階）
登録手続きの際は、自転車防犯登録番号が必要となります。詳細は
ホームページを参照してください。また、埼玉県では2018年4月から自転車
保険への加入が義務化されました。必ず、自転車保険に加入してください。
なお、学研災付帯学生生活総合保険に未加入の方は、獨協大学同窓会
で自転車のみの保険も取り扱っていますのでご検討ください。

ぶっくぎゃらりぃＤＵＯからのお知らせ

■ 平成３１年春教科書販売のご案内
３月２９日（金）～４月２７日（土）　※日曜は休み
平日／９：００～１８：００、土曜／９：００～１７：００
ぶっくぎゃらりい ＤＵＯ（３５周年記念館内）

購入方法：予め必要とする教科書名をシラバスの掲載や授業での指示により
把握の上、教科書リストを参照し各自で購入してください。

※教科書リストは獨協大学ホームページ、ぶっくぎゃらりいＤＵＯ他に掲示します。

申込方法の記載がなければ申込不要。昼休みのガイダンスは昼食持込可。
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