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■ 業界研究セミナー（全学年対象・無料）
11月11日、12日、14日、15日、18日、19日、21日、25日、26日、
28日、29日
12月2日、3日、9日、12日、17日、19日、20日
すべて17：30～18：40　
天野記念館内（予定）

内容：企業・団体の担当者が、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。

申込：申込用紙に記入の上、キャリアセンターに提出。
　　 受付期間はガイダンスや掲示物で確認すること。
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年生）

■ 就職活動体験報告会①②③④（全学年対象・無料）
①11月14日（木）　②11月21日（木）
③11月28日（木）　④12月19日（木）　  すべて12：45～13：25
すべてA-206教室

内容：4年生の就職内定者を招き、就職活動スケジュール、エントリー数
のほか、面接で聞かれたことなど「リアルな就活」について語って
もらいます。

担当：4年生内定者（企業・官公庁内定者）
備考：当日参加してくれる４年生の就職内定先については、就職ガイダンス

やキャリアセンター掲示板などでお知らせします。

■ 「OB・OGによる就職応援会」（全学年対象・無料）
11月23日（土）　13：00～17：00
天野記念館内

内容：OB・OGによるパネルディスカッションを実施します。先輩方との会話
の中から、ライフワークや仕事のやりがいなど、自分の将来像が見え
てくる貴重な機会です。

担当：獨協大学卒業生
申込：キャリアセンターの受付簿に記入
備考：①私服参加可　②途中入退場禁止
　　  ③OB・OGに聞きたい質問を整理しておくこと

キャリアセンター

■ 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

■ 公務員志望者個別相談会（全学年対象・無料）
11月11日（月）　　　　　　　　　　　　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：キャリアセンターの窓口にて予約

■ 第10回就職ガイダンス（3年生対象・無料）
　 テーマ： 「企業・官公庁セミナーの活用法」
①12月17日（火）　②12月20日（金）　①②ともに12：45～13：25

①②ともにE-102教室
※①②いずれか1回出席

ガイダンス等案内

■ 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。相手を納得させる文章を書くには、コツがあります。
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：（株）ジョブカレッジ　杉村鉄氏（就職ゼミ講師）
申込：キャリアセンターの受付簿に記入
備考：講義のみ。個々の文章添削は実施しません。

■ 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。これはいくつかの約束事を押さえないと
全く結果を生み出しません。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：キャリアセンターの受付簿に記入
備考：スーツ着用

■ 教員採用試験講座（2～4年生対象・有料）
①（事前説明会・無料）11月19日（火）　12：45～13：25
②（動向と対策・無料）11月26日（火）   17：20～19：00
（講座日程）事前説明会に出席して確認してください。
①A-206教室 ②A-306教室　　　　　45,000円（30コマ）

内容：来年夏の教員採用試験合格をめざし、教職教養、論作文、面接
を中心に学びます。自習では気づきにくい広い学習範囲の学習
ポイントがわかり、ともに学習する仲間同士の情報交換もできます。

担当：㈱時事通信出版局 教育事業部
定員：なし（最少開講人数13名）
申込：証明書発行機で納付書を購入し、キャリアセンターへ提出
受付期間：11月19日（火）～12月13日（金）
備考：申込時に志望の都道府県（市）、教科、校種を申し出てください。

事前説明会には必ず出席してください。

■ SPI模擬テスト②（3年生対象・有料）
11月27日（水）　15：30～17：10　※17：20～19：00
※テスト終了後、希望者に対して解説講座（約90分）を実施します。
A-306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、
模擬試験を受験することで、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：（株）実務教育出版
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
備考：模擬テストはマークシートを使用します。

■ SPI＆WEBテストの最新動向説明会②（全学年対象・無料）
12月10日（火）　17：20～19：00
A-207教室

内容：この講座では適性検査の重要性、主要な適性検査の内容、適性
検査の効率的な対策法について解説します。

担当：SPIノートの会　講師
申込：11月12日（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（ワーク編）（3年生対象・無料）
12月11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本質は何か。企業は何を見ようとしてい
るのか。必要な観点を押さえながらワークに取り組みます。

担当：獨協大学キャリアアドバイザー　中道真理氏
申込：11月19日（火）～キャリアセンターの受付簿に記入
備考：スーツ着用

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。

講座 等 案内

業界研究 案内

教務課

■ ２０１9年度卒業論文（外国語学部）
●卒業論文提出（4年8学期生対象）
＊あらかじめ「卒業論文題目届」を提出した学生のみ提出することができます。
提出期間　独：12月9日（月）～12月13日（金）
　　　　　英、交：12月9日（月）～2020年1月10日（金）
　　　　　仏：12月9日（月）～12月13日（金）

＊取扱時間：月～金 9：00～17：00　土 9：00～12：00
※遅延は一切認めません。

提出場所　教務課外国語学部係窓口　※郵送での提出は認めません。
提出要領  ①「卒業論文提出票」（11月4日（月）より上記窓口で配布）を

表紙に貼付し、所定のファイルに綴じて提出してください。
　　　　  ②英語学科、フランス語学科、交流文化学科は提出票に

論文指導教員の捺印を受けてから提出してください。
●卒業論文題目届提出（2019年9月に4年生になった学生および2020年
　9月卒業を予定している学生が対象）
提出期間・場所　10月28日（月）～11月8日（金）　

教務課外国語学部係窓口
＊題目届用紙は提出窓口で配布します。

■ ２０１9年度卒業論文（国際教養学部）
●卒業論文提出（2020年3月卒業予定者対象）
＊あらかじめ「卒業論文題目」を登録した学生のみ提出することができます。
提出期間　11月27日（水）～12月6日（金）

＊取扱時間：月～金 9：00～17：00　土 9：00～12：00
※遅延は一切認めません。

提出場所　教務課国際教養学部係窓口　※郵送での提出は認めません。
提出要領  「卒業論文提出票」（11月6日（水）より上記窓口で配布）を

表紙に貼付し、所定のファイルに綴じて提出してください。
●卒業論文題目登録（2020年9月卒業予定者対象）
提出期間・場所　11月27日（水）～12月6日（金）　

＊MyDOCを通じて提出してください。 「卒業論文」
  提出の手引は、PorTaⅡで確認してください。

■ 2020年度春学期　法学部「基礎演習」（必修科目）募集日程
　 対象者：法学部1年生

※全体ガイダンスには担当教員が出席しますので必ず参加すること。

対象者 全体ガイダンス・
手引配布 第１次登録 選考方法

法学部
１年生

11月27日（水）
12：40～
E-102教室

11月28日（木）～12月3日（火）
9：00～17：00

（土 9：00～12：00）
教務課法学部係

抽選による
（第1次登録未決定者は
第2次登録に参加）

図書館
10月31日（木）～11月3日（日・祝） 閉館

CLEAS、東棟ヘルプデスク、コンピュータ教室、
天野記念館２階窓口（機器貸出・MM工房スタジオ）、ICZ
10月31日（木）～11月3日（日・祝）  閉室

雄飛祭期間中の施設利用について

■ 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』を大学院事務室（4棟1階）
　にて配布中（ガイダンス当日も配布します。）
※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

大学院事務室

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

11月6日（水）　13：45～

11月6日（水）　13：45～

11月6日（水）　13：45～

6-309教室

6-307教室

6-306教室

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

2020年
2月8日（土）

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 2020年
2月8日（土）

2020年1月  8日（水）
　 　～ 1月15日（水）
  ※締切日消印有効

2020年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

2020年
2月8日（土）

2020年1月  8日（水）
　 　～ 1月15日（水）
  ※締切日消印有効

試験教室棟 11月30日（土） 東棟、西棟
　　　　　 12月  1日（日） 東棟、西棟
＜利用制限期間＞
11月29日（金）　東棟、西棟　19：00以降
11月30日（土）　東棟、西棟　終日
12月  1日（日）　東棟、西棟　終日

＜禁止事項＞
•11月29日（金）設営開始から12月1日（日）終日に試験教室
棟への入棟および使用
•11月30日（土）・12月1日（日）終日、楽器など音の出る機器
の使用
•11月30日（土）・12月1日（日）終日、グラウンド使用
＜注意事項＞
11月30日（土）の通常授業は、教室変更もある為、必ず掲示を
確認してください。

推薦等入試実施による教室利用制限




