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■ 獨協大学大学院進学ガイダンス
本学の大学院へ進学を希望する方を対象としたガイダンスを開催します。
大学院進学に関心がある方はぜひご参加ください。（参加者の学年は問い
ません。）

※各研究科の教員・大学院生による説明、個別相談、学生共同研究室見学
※『大学院案内』・『大学院学生募集要項』配布
※予約不要
★問合せ先：大学院事務室（4棟1階）
　☎：048-946-1666  　 ：daigakuin@stf.dokkyo.ac.jp

■ 2020年度 獨協大学大学院 入学試験
【博士前期課程Ⅰ期入試】

【博士前期課程　学内推薦Ⅰ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』（7月上旬より大学院事務室で配布）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

■ 動画編集講習会のお知らせ（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。
7月10日（水）　12：40～　　7月17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）
◆本講習会は無料です。

■ CLEAS(ｸﾚｱｽ)で「朝活」--３つの基本操作講習会がスタート
CLEAS（中央棟1階）では平日9：30～12：30に以下3つの基本操作講
習会を開催しています。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
②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
③MS Office基本操作（Word）：レポート課題に役立つ基本操作
◆本講習会は無料です。

■ 2020年度春学期派遣ドイツ語圏交換留学説明会
7月10日（水）　15：30～17：00　　　　　 A-507教室

■ 2020年度春学期派遣英語圏交換留学　募集締切
7月  8日（月）　15：30厳守　　　　　　　 国際交流センター

＊詳細は国際交流センターまでお問い合わせください。

■ 短期・長期留学予定者のための危機管理セミナー
①7月3日（水）　15：30～17：10　　　　　A-207教室
②7月5日（金）　15：30～17：10

留学予定者は、事前指導セミナーとして出席が義務付けられています。
上記日程いずれかに必ず出席のこと。

■ 夏季休業期間に海外渡航する方へ
危機管理のため「海外渡航届」の提出および外務省「たびレジ」への登
録をお願いします。「海外渡航届」は国際交流センターHPからダウン
ロードできます。上記「危機管理セミナー」にもぜひご参加ください。

■ 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）
①認定留学（ヨーロッパ編）
7月  4日（木）　12：45～13：25   　　　　A-408教室

②IELTSセミナー（テスト対策含む）
7月16日（火）　12：45～13：25   　　　　A-408教室

＊説明会後、個別留学相談に応じます（13：25～16：30）。
　希望者は事前にJSAFにお問い合わせください。 ☎03-5287-2941

■ 長期留学予定者のための就職ガイダンス（7月17日）開催
詳細はP21のキャリアセンターのCampus Information欄で確認してく
ださい。

■ IELTS学内試験
9月12日（木）

◆オンライン申込締切：8月28日（水）　12：00　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　コンビニ、ATM払いは8月23日（金）まで
25,380円（正規受験料）

◆受験料補助制度有。この機会をぜひ活用ください。
一定の資格を持つ学生は、申請により大学の補助を受け、15,000円の
受験料で受験することができます。
　補助申請期間：6月27日（木）9：00～7月17日（水）15：30（先着50名）

■ トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム第12期募集説明会
7月10日（水）　12：40～13：30　　　　　W-414教室

出願に際しては、募集要項ならびに上記説明会での配布資料を確認
し、学内締切日までに申請書等を提出する必要があります。学内締切
日は、8月19日（月）正午となる予定です。

■ 留学生と行くバスツアー参加者募集（10月実施予定）
外国人学生・留学生の日本理解と、本学学生との交流を目的とした
日帰りバスツアーを計画中です。今後、詳細を国際交流センターHP・
ポータルサイトに掲載します。

教育研究支援課

＊TOEFL®/TOEIC®はエデュケーショナルテスティングサービスの登録商標です。
  この印刷物はETSの検討を受けまた承認を得たものではありません。

＊TOEFL®/TOEIC®はエデュケーショナルテスティングサービスの登録商標です。
  この印刷物はETSの検討を受けまた承認を得たものではありません。
＊L&R means LISTENING AND READING.

■ 2019年度 TOEIC®L&R TEST対策 講座（夏期集中）

■ 2019年度 Test DaF準備講座
10月4日～10月25日　全4回　金曜5限

獨大生/8,000円　　獨大生以外/10,000円　
募集期間：7月8日（月）～9月30日（月）

■ 2019年度 秋期英語資格試験検定講座
講座名 開講日・時限 募集人数・募集期間 受講料 備  考

TOEFL®
テスト講座

10月9日～12月4日 全8回
水曜　15：30～16：30
　       16：40～17：40

20名
7月8日（月）～
10月3日（木）

20,000円
教材費別

対象：
目安として
TOEIC500点
TOEFＬ iBT53以上

TOEIC® L&R TEST
対策講座（初級）

10月17日～11月28日 全6回
木曜 17：20～20：35
（最終日は18：50まで）　
10月15日～11月26日 全6回
火曜 15：30～18：45
（最終日は17：00まで）

25名
9月18日（水）～
10月7日（月）

12,500円
教材費込み

説明会を
10月1日（火）
17：20～18：00
Ａ-302教室
にて行います。

TOEIC® L&R TEST
対策講座（中級）

25名
9月18日（水）～
10月7日（月）

12,500円
教材費込み

■ 2019年 ゲーテ・インスティトゥート検定試験
◆下記の検定試験は本学で申し込みを受け付けます。
9月

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。 

■ TOEIC®L&R 公開テスト料金改定について
10月の消費税増税が実施された場合、TOEIC®L&R公開テスト学内申
込受験料が現在の4,700円から4,800円に変更となります。
新価格は第244回2019年10月27日（日）実施分（8月9日（金）～9月
5日（木）受付予定）より適用されます。

※各外国語講座・試験の申し込みは、東棟1Fまたは学生セン
ター1Fの証明書発行機で納付書を購入後、天野記念館3F 
ICZカウンターへ持参してください。

■ 9月卒業・修了予定の方へ　アカウント削除のお知らせ
2019年9月に卒業・修了予定の方は2019年9月24日（火）以降大学
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
タは前日までにバックアップしてください。

■ 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
せは天野記念館2階窓口まで。

■ 麻疹・風疹の予防接種による抗体保有について
麻疹・風疹は、抗体が十分あることにより発症を予防することができます。
そのためには、２回の予防接種が必要です。
これまでに、麻疹・風疹の予防接種を受けていない方または1回しか受け
ていない方は、夏休み等の長期休暇を利用して予防接種を受けることを
お勧めします。
＊ご自分の抗体価を知りたい方は、11月に抗体検査の実施（有料）を予
定していますので、ご利用下さい。

■ 学費口座自動振替ご利用のお願い
この制度は、公共料金等の口座振替と同様に、学費を自動的にお届け
の預金口座から、振替指定日（春学期4/10、秋学期9/10）に振替える
ものです（手数料は無料）。これにより、振込手数料の負担と振込みの
手間が無くなります。
本制度を未手続の方は、是非、ご検討ください。
■ 提出期限：7月12日（金）
■ 金融機関：銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、農協 他
■ 問合せ先：会計課（☎048-946-1648）

※2019年度入学生については、2020年春学期以降より新たに口座
振替（WEB登録必要）による学費納付をご利用いただける予定です。
WEB上での登録手続開始は2019年10月を予定しております。

　詳細は、次回の大学ニュース10月号になりますのでご参照ください。

■ 鈴木淳一ゼミ　模擬国際会議（Amity Line）開催のお知らせ
今年度は「文明間接触」をテーマに国際会議のシミュレーションを8月4
日(日)～8月6日(火)、ホテルメイプルイン幕張にて行います。
詳細は法学部鈴木淳一ゼミ 中野（国関法3年）まで。
   ：suzukizemi19@yahoo.com

講座名 定員 講師 募集期間 開講期間 受講料

TOEIC® L&R TEST
対策講座（夏期集中）

リスニング
TOEIC® L&R TEST
対策講座（夏期集中）
リーディング

高崎経済大学講師
北村　豊

7月1日（月）～
8月28日（水）

7月1日（月）～
8月28日（水）

9月4日（水）
9：00～16：30
90分×4コマ
9月5日（木）
9：00～16：30
90分×4コマ

明海大学講師
濵﨑　潤之輔

30

30

4,800円

4,800円

ぶっくぎゃらりぃDUOからのお知らせ

■ 卒業式衣装（袴）早期予約会
7月8日（月）～12日（金）、15日（月）～19日（金）　１１：００～１７：００
35周年記念館1階スペース２

学生課

■ 手話講座（初級程度）開催のお知らせ
全5回（10/2、9、16、23、30）水曜日　15：30～17：00
学生センターフリースペース101教室・102教室

定員：20名　＊先着順
費用：無料
受付期間：7月12日（金）～9月27日（金）　＊定員になり次第、締切
申込：証明書発行機で申し込み、学生課窓口に提出してください。

国際交流センター

日 月 火 水 木 金 土

春学期レポート
科目発表
春学期定期試験
時間割発表
（ポータル配信）

海の日
（通常授業）

海の日
振替休日

春学期追試験
対象科目発表
春学期追試験
願書配布・受付
（～8/1）

夏季休業
（～9/23）

オープン
キャンパス
全国高校生
ドイツ語
スピーチコンテスト

詳細は本誌キャンパスインフォメーション欄で確認のこと。
また、内容について変更等が生じる場合があるので、掲示板やホームページで確認すること。

月 学事 カレンダー

春学期定期試験

春学期定期試験 春学期定期試験
予備日

春学期補講日

大学院事務室

講 座・講 演
【総合講座】　外国語学部　　水曜3時限　E-205教室
7月  3日 Ｍ．ビティヒ（ドイツ語学科准教授）

「グローバル化・ツーリズムと異文化間コミュニケーション」
7月10日 岡村りら（ドイツ語学科准教授）

「モビリティと環境」
7月17日 山口誠（交流文化学科教授）

「まとめ」

【総合講座】　経済学部　　水曜3時限　E-101教室
7月  3日 賀茂美則氏（ルイジアナ州立大学社会学部教授、学部長）

「日本人とは、国際人とは：社会的ネットワークの考えを中心に」
7月10日 内田陽一氏（塩ビ工業・環境協会　環境・広報部 部長）

「海洋プラスチック環境問題に関する最新動向と今後に
ついて」

7月17日 筋野隆志氏（（一般社団法人）高齢社会共創センターシニア
アドバイザー・（一般社団法人）ジェロントロジー・ライフデザ
イン・ラボ理事）
「超高齢社会“人生100年時代”という現象
 ―はたらく・まなぶ・あそぶ・ライフデザイン・じぶんラボ―」

獨協大学英語教育研究会（DUETA）　第9回ワークショップ
日　  時　7月13日（土） 15：00～16：30（14：30開場）
場　  所　東棟3階 E-311教室
講　  師　高田智子氏（明海大学教授）
演　  題　「「書く」ことを通して「書ける」ようになる？
　　　　　―コミュニケーションを支える文法の指導―」
対　  象　英語教育に携わる、または英語教育に関心のある方(本学

の学生・教職員に限りません)
＊終了後に茶話会を行います（16：30～17：30、東棟3階ラウンジ）。
＊ワークショップ・茶話会ともに参加費無料、予約不要です。

オープンカレッジ特別講座
テ ー マ　「中世の富裕層
　　　　　 ― 民衆のみた「長者」のすがた ―」
日　  時 7月27日（土）
 14：00～16：00（13：00開場）
会　  場 天野貞祐記念館大講堂
講　  師 新井孝重（経済学科教授）
入場無料   定員500名（先着順）
＊学生も参加できますので興味のある方はぜひお越しください。

★：春学期最終授業

★

★

★★ ★

★

保健センター

法学部

会計課

＊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。
8月1日（木）からは夏季休業期間の窓口時間となるので注意してください。

■ 相談日（7月）（8月・9月の相談日はHPや学内掲示をご覧ください。）
日　　　程 受付時間

学
校
医

内　         科 2日（火）、4日（木）、16日（火）
18日（木）、25日（木）   10：20～11：30

  12：35～15：00
※25日は14：00まで

婦 　 人 　 科 3日（水）、17日（水）

内科・精神神経科 10日（水）、24日（水）

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 5日（金） 10：20～11：30

12：35～15：00

研究科 日　時 場　所

法学研究科
外国語学研究科
経済学研究科

7月3日（水）　13：45～
7月3日（水）　13：45～
7月3日（水）　13：45～

6-309教室
6-307教室
6-306教室

研究科 専　攻 試験日 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

2019年
9月28日（土）

2019年
8月26日（月）
　 ～ 9月2日（月）
  ※締切日消印有効

筆記試験／口頭試験 受験料 本学申込期間

SD1 （A1）

A2

B1

B2

C1

C2

9月18日（水）

9月18日（水）

9月21日（土）

9月19日（木）

9月20日（金）

9月22日（日）

¥9,000  
（学外 ¥12,000）

¥10,000  
（学外 ¥13,000）

¥14,000  
（学外 ¥18,000）

¥17,000  
（学外 ¥22,000）

¥21,000  
（学外 ¥28,000）

¥25,000  
（学外 ¥33,000）

7月12日(金) ～ 
7月26日(金)

研究科 専　攻 試験日 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

2019年
9月28日（土）

2019年
8月26日（月）
　 ～ 9月2日（月）
  ※締切日消印有効


