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キャリアセンター

■ 第8回就職ガイダンス（3年生対象・無料）
テーマ『進路希望登録・今後の進め方』
①9月24日（火）　②9月27日（金）　12：45～13：25
①②ともにE-102教室

※①②いずれか1回出席。

■ 就職ガイダンス特別編　就職活動本格スタート講座
　 （3年生対象・無料）
10月1日（火）　17：20～19：00　　　　　　大講堂

内容：夏のインターンシップを終え、秋から始まる業界研究セミナー等に
積極的に参加できるよう、これまでの活動を振り返ります。
今後の就職活動への向き合い方をワークを交え考えます。

担当：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
備考：スーツ着用。就職活動モードの身だしなみで参加。

■ 公務員試験基礎ガイダンス②（全学年対象・無料）
10月7日（月）　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。（4/23（火）に
実施した内容と同じです。）

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）
①10月7日（月） 　②11月11日（月）
午前 10：30～11：00 、11：00～11：30 、11：30～12：00
午後 13：45～14：15 、14：15～14：45 、14：45～15：15 
　 　15：30～16：00 、16：00～16：30
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：㈱実務教育出版 講師
定員：8名（完全予約制）
申込：①9/24（火）～、②10/11（金）～キャリアセンターの窓口にて予約

■ 第9回就職ガイダンス（3年生対象・無料）
テーマ『業界研究セミナーの活用法』
①10月8日（火）　②10月11日（金）　12：45～13：25
①②ともにE-102教室

※①②いずれか1回出席。

■ １・２年生のための就職ガイダンス③（1・2年生対象・無料）
テーマ『業界研究セミナーの活用法』
10月10日（木）　12：45～13：25　　　　　E-102教室

■ 市役所志望者ガイダンス(全学年対象・無料)
11月11日（月）　12：45～13：25　　　　　A-206教室

内容：一般的な市役所（町村役場）に勤務する地方公務員を中心に、採
用システムと効率的な学習方法をお話しします。

担当：㈱実務教育出版 講師

ガイダンス 等 案内

■ 業界研究イベント活用法(全学年対象・無料)
10月17日（木）　12：45～13：25  　 　　　 E-102教室

内容：業界研究のために必要なポイントについて解説します。
　　 また、秋冬のインターンシップや業界研究のためのイベント情報や参

加する際の注意事項についてもお知らせします。
担当：㈱ディスコ（キャリタス）就活アドバイザー
■ 業界研究のための日経新聞活用法(全学年対象・無料)
10月18日（金）　12：45～13：25  　 　　　 E-102教室

内容：『日本経済新聞』を情報源として業界研究を進めるにあたって、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
■ 業界研究セミナー（全学年対象・無料）
11月～12月に実施予定。　　　天野貞祐記念館内（予定）

内容：企業・団体の採用担当者が業界を取り巻く環境やこれからの展望
等、そして各職種の内容について詳しく説明します。

担当：企業・団体の採用担当者
申込：3年は第9回、1・2年は第3回就職ガイダンスで詳しく説明します。
備考：①スーツ着用のこと　②会場内飲食禁止　③時間厳守
　　  ④途中入退場禁止　⑤要進路希望登録（3・4年生）

業界研究 案内

■ エアライン講座（全学年対象・有料）
（事前説明会・無料）　　9月26日（木）　12：45～13：25
　　　　　 　　 　 　　A-206教室
（講座日程）　  　　　①11/7　②12/5　③2/6　④2/20　
　　　　　　　  　　　⑤2/27　⑥3/5　⑦3/12　⑧3/26
　　　　　　  　　①②A-306教室　③～⑧A-409教室
20,000円

内容：客室乗務員および航空会社地上職を志望する学生を対象に、
基本的な心構え、マナー・心遣い等を中心に、受験対策をして
合格を目指します。

担当：専門講師（元客室乗務員・元エアラインスクール講師）
定員：原則30名（受講は３年生を優先する場合があります）
申込：受講するための学内選考（書類・面接）があり、合格者のみ受講

可能。詳細は事前説明会で説明しますので、受講希望者は必ず
参加してください。

■ 就職活動の最新動向解説＆就職ゼミ（実践編）事前説明会
（3年生対象・無料）
（事前説明会・無料）①10月2日（水）　②10月4日（金）
　　　　　　　　 ①②ともに12：45～13：25
（就職ゼミ本講座・有料）
水曜Aクラス　11/6、11/13、11/20、12/4、12/11、12/18
　　　　　　15：30～17：10
金曜Bクラス　11/8、11/15、11/22、12/6、12/13、12/20
　　　　　　15：30～17：10
クラス合同模擬選考会　12/14　10：00～16:00
クラス合同特講　　　  12/21、2/7（※）、2/20
　　　　　　　　　　 9：45～11：45（※13：30～15：30）
大学合同模擬選考会　2/15　午後
事前説明会：E-102教室

1回目講義はA-306教室で行います。それ以降は初回
講義内で説明します。

20,000円
内容：企業側の視点を知り、等身大で、かつ企業の採用担当者に響く自

己PRを作り、面接の実践練習を繰り返します。少人数クラスにより、
一人ひとりの自己PRを現役の企業人が指導し、クラス合同での模
擬選考会、他大学と合同の模擬選考会で実際に面接選考を体験
できます。

定員：各クラス80名（最少開講人数 各クラス20名）
担当：㈱ジョブカレッジ 杉村 鉄 氏（就職ゼミ講師）
申込：詳細は事前説明会にて説明します。
■ SPI講座　秋：秋冬インターンシップ対策①②③④
（全学年対象・無料）

①10月2日（水）　15：30～17：10（非言語）
②10月9日（水）　15：30～17：10（言語）
③10月23日（水） 15：30～17：10（非言語）
④10月30日（水） 15：30～17：10（非言語）
すべてE-102教室

内容：SPIは、「能力」検査と「性格」検査に大別でき、本講座は、そのうち
の「能力」検査の対策講座です。講義形式で実施し、解くコツや解
法の考え方を説明します。特に「能力」検査問題のうち「非言語」分
野と呼ばれる数的処理は、何度も問題を解いて慣れていくことが大
切です。

担当：㈱実務教育出版　講師
申込：キャリアセンターの受付簿に記入
■ インターンシップ報告会（インターンシップ参加者対象・無料）
10月3日（木）　12：45～13：25
天野記念館1階　キャリアセンター隣　セミナールーム

内容：インターンシップの実習は、掲げた目標への到達を振り返り、次
のステップにつなげていくことが重要です。参加者同士でイン
ターンシップ経験を共有し、視野を広げます。

担当：科目担当教員およびキャリアセンタースタッフ
申込：キャリアセンターの受付簿に記入
備考：昼食持込み不可

■ 一般常識テスト（3年生対象・無料）
10月7日（月）　17：20～19：00  　　　　　 E-102教室

内容：一般常識テスト(70分)を実施します。出題範囲は「国語」「数学」
「英語」「時事・常識」です。一般常識テストを受検することで、自分
の筆記試験に対する実力を把握できます。

担当：㈱ディスコ（キャリタス）就活アドバイザー
申込：キャリアセンターの受付簿に記入
備考：受検に際してはキャリタス(就職ナビサイト)への登録が必要です。
　　  詳細は受検当日に説明します。

講座 等 案内

■ 進路希望登録（3年生、博士前期1年・後期2年　必須）
対象者は必ず登録してください。
登録期間：9月24日（火）～10月4日（金）
登録方法：Web登録（PorTaⅡ／キャリア支援／進路希望入力）（※）
※登録内容や登録方法については、第8回就職ガイダンスで詳しく
お話しします。

■ 進路報告書　提出　（4年生・必須）
4年生進路決定者はキャリアセンターに「進路決定報告書」を提出
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。なお、「進路決定報告書」は、文部科
学省が実施する学校基本調査の就職率回答に必要となるもの
で、4年生全員が対象となります。

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ち込み可。

■ 自己分析講座③（全学年対象・無料）
10月15日（火）　17：20～19：00
A-306教室

内容：就職は一つの人生の通過点であり、自分の人生に責任を持つため
にはしっかりと未来を描く力が必要です。ワークを交え、自分らしい生
き方をみつけましょう。

担当：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
備考：5/20(月)・6/7(金)に実施した自己分析講座①・②と同内容です。
■ 採用選考に備えるマナー講座（全学年対象・無料）
10月21日（月）　17：20～19：00  　　　　  E-102教室

内容：就職活動に必要なマナーについて以下３点を踏まえ、実践を通じて
学びます。①なぜマナーが必要なのか ②各選考ステップにおける
マナー ③企業は学生のマナーをどう見ているか

担当：㈱エービーシーエデュケーション 派遣講師
申込：10/1(火)～キャリアセンターの受付簿に記入
■ 履歴書・エントリーシートの書き方①（3年生対象・無料）
11月6日(水）　17：20～19：00  　　　　   A-207教室

内容：就職活動では、エントリーシートなど限られたスペースに言葉で自分
を表現する能力が試されます。特に「自己PR」と「志望動機」は最も
重要です。この講座では、自己PR・志望動機の文章を作成する際
のポイントを専門の講師が解説します。

担当：㈱ジョブカレッジ 杉村 鉄 氏（就職ゼミ講師）
申込：10/8(火)～キャリアセンターの受付簿に記入
■ グループディスカッション講座（資料編）（3年生対象・無料）
11月13日（水）　17：20～19：00　 　　　　A-306教室

内容：グループディスカッションの形式は多様です。その中で最も難しいの
が資料を使う方法です。本番さながらの資料を使って、緊張した実
践にトライしましょう。

担当：獨協大学キャリアアドバイザー 中道 真理 氏
申込：10/15(火)～キャリアセンターの受付簿に記入
備考：スーツ着用

■ 獨協大学一種奨学金【給付型】　秋学期募集
対 象 者：次の①または②に該当する者のうち、最短修業年限で卒業

できる見込みのある者（休学期間は、最短修業年限に算入し
ない）
①2019年度春学期で交換・認定留学が終了した者
②2019年度秋学期に休学から復学した者
※出願要件等の詳細は『奨学金の栞』（学生課で配布また
はＨＰ参照）で確認してください。

奨学金内容：月額44,000円または22,000円の給付奨学金（返済不要）
選考方法：書類選考および面接
出願期間：9月25日（水）～10月11日（金）
書類選考結果発表：10月16日（水）
面接日：10月17日（木）・18日（金）
採用発表：10月23日（水）
支給日：11月中旬
書類配布および申請窓口：学生課奨学係（学生センター1階）
■ 日本学生支援機構第二種奨学金（有利子）の
　 二次募集（秋学期）について
貸与型の返還義務がある奨学金です。
対 象 者：学部生（2019年秋学期に留学中・休学中の者は申込不可）
申請資格：成績・家計基準が要件を満たしていること。
申請方法：学生課奨学係窓口で必要書類を受取り、所定の手続きをし

てください。
申請期間：9月25日（水）～10月15日（火）
貸与月額：2万円～12万円（1万円単位で選択可）。
初回交付日：12月11日（水）
※申請資格等の詳細は、学生課奨学係窓口で確認してください。
■ 学生センター　トレーニングルーム講習会開催
この講習会を受講すると、卒業までトレーニングルームを利用できます。

10/7（月）、10/15（火）、10/23（水）、11/13（水）、11/19（火）、
12/2（月）　各回とも17：30-18：30
トレーニングルーム（学生センター2階）

定員：各回30名（先着順）
無料       

受付期間：9/24（火）から、各開催日の午前中まで（定員に達し次第終了）
申込：証明書発行機で申込書を発行、学生課に提出 

■ 自動車・オートバイによる通学の禁止
　本学では、自動車・オートバイ（原付含む）での通学を禁止しています。
にもかかわらず、大学周辺の店舗に長時間駐車している、公園・月極駐
車場に許可なく駐車しているなどの苦情が近隣から寄せられています。そ
のような行為は、絶対に止めてください。守らない場合は、大学からの注
意・指導、処分の対象になります。

学生課

■ グラウンド・テニスコートの貸出について
　スポレクの授業に支障のない範囲で、グラウンド・テニスコートの貸出を
行っています。
　体を動かしスポーツを楽しみ、健やかな心と身体づくりを！
　詳しくは、東棟１階のスポレク準備室前掲示板を確認するか、またはスポ
レク準備室にお問い合せください。

スポレク準備室

図書館

■ 図書館ガイダンス（学年不問・参加無料・事前予約不要）
実施内容 開催日 時　間 会　場 備　考
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■ 夏期長期貸出図書の返却について
夏休み中に借りている図書の返却期限は9月30日（月）です。お手元に
未返却の図書がないか、確認をお願いします。

予約不要です。当日直接、会場もしくは集合場所にお集まり下さい。
データベースガイダンスは①②とも同じ内容です。お好きな時間を選んでご
参加ください。PCを使いますので、ご自分のIDとパスワードを忘れないよう
にしてください。
詳細は、図書館HPまたは「図書館ガイダンス案内」のチラシをご覧くだ
さい。お問い合わせは、図書館1階総合レファレンスカウンター（月～金
9：00～17：00）まで。
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