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■ 卒業予定の方へ
2020年3月に卒業される方は、3月下旬に本学のパソコンやWebメール等
にログインができなくなります。WebメールやPorTaⅡ等にある必要なデータ
は事前にバックアップしてください。
詳細は大学ニュース1月号等でお知らせいたします。

■ ICZ秋のスペシャルイベント
　「チャットルームextra」開催（無料）
英語チャットルームでは、「チャットルームextra」と称したイベントを開催し、
今までにない切り口で英会話ができる機会を提供します。
●「Globish」に挑戦
英語の非ネイティブスピーカー同士の英語「Globish」を使い、やさしい英
語でコミュニケーションします。
12月5日（木）昼休み（12：45～13：30）
天野記念館3階ICZ　英語ルーム（WE ARE）

申込：天野記念館3階ICZカウンターにて受付中
定員：15名

■ Global Frontierトークイベント
　「世界に羽ばたく夢への道」
エアラインの客室乗務員に内定した4年生を迎え、ICZの活用や留学し
た経験を通じて学んだこと、どのようにキャリアを考えたかをお話しいただき
ます。

12月18日（水）昼休み（12：45～13：30）
天野記念館4階ICZ　Room2

申込：12月2日（月）～　天野記念館3階ICZカウンターにて受付
定員：30名

教育研究支援課エクステンションセンター

■ 簿記検定試験対策講座（直前集中）
2020年2月23日の日商簿記検定3級合格を目指します。
ある程度の学習経験がある方、確実に合格したい方にお勧めします。
ガイダンス：12月11日（水）12：45～13：15　　　E-101教室

2020年1月10日（金）、2月6日（木）、13日（木）、17日（月）、20日（木）
10：30～16：45（1月10日のみ17：20～20：05）　全5日　9回

定員：50名
17,800円（教材代・受験料込）
納付書購入→エクステンションセンター窓口へ

申込締切：2020年1月9日（木）

■ 第154回日商簿記検定試験
2020年2月23日（日）　　　　　草加市勤労福祉会館（予定）

申込期間：12月2日（月）～2020年1月10日（金）
2級／4,720円　3級／2,850円
納付書購入→エクステンションセンター窓口へ

合格発表：2020年3月9日（月）
＊合格証書交付は2020年3月23日（月）以降
  （4年生は証書交付が卒業式後となるので注意すること）

■ 公務員スタート模試（1年～）　主催／東京アカデミー
12月14日（土）　　　　　　　　西棟3階教室（当日掲示）

申込締切：12月11日（水）
納付書購入→エクステンションセンター窓口へ

試験時間（科目）：
  9：30～10：00　説明・マークシート記入 
10：00～12：00　教養試験
12：05～12：30　適性検査
13：30～14：30　作文試験
教養＋適性　　　　1,500円
教養＋適性＋作文　 2,300円

＊全国規模の公務員公開模擬試験です。
スタート模試（1年～）は早期に学習を始めた方やこれから学習を始める
方を対象にしています。
「公務員試験の出題傾向を把握する」「自分の基礎学力を点検し、弱
点科目・分野を発見する」ために最適な基礎レベルの問題で構成して
います。

■ 公務員全国公開模試　主催／東京アカデミー
2020年2月15日（土） 警察官・消防官型、裁判所職員一般型、

国税専門官型、地方上級（特別区）型
2020年3月14日（土） 国家一般型
2020年3月26日（木） 地方上級型

＊試験時間等詳細については、大学ニュース1月号にてお知らせいたし
ます。
■ 「公務員試験受験準備室員」の募集について
公務員を目指す学生を対象とした自習室の室員を募集します。
＊応募条件等詳細については、大学ニュース１月号でお知らせいたします。

■ 2020年　ゲーテ・インスティトゥート検定試験（2月）
◆下記の検定試験は本学で申し込みを受け付けます。

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。 
申込：納付書購入⇒天野記念館3階ICZカウンター窓口へ

■ チャットルーム「クリスマスパーティ」参加者募集中！
ドイツ語･英語･フランス語のチャットルームでは、今年も恒例のクリスマス
パーティーを実施します。
ネイティブの先生と一緒に、お菓子や飲み物、レクリエーションなどで盛り
上がりながら、各言語ならではのクリスマスで思い出を残しませんか？初め
ての参加でももちろん大丈夫です！
また、ICZではクリスマスの特別装飾や書籍などを配架しています。この機
会にぜひお越しください。
【ドイツ語】12月13日(金)
【英語】12月17日(火)
【フランス語】12月13日(金)
いずれも17：25～18：55
天野記念館３階ICZ内 各言語ルーム 

定員：24名（英語のみ40名）
申込：天野記念館３階ICZカウンターにて受付中（定員になり次第締切）
無料

■ グローバルイベント第3弾
　「おもてなし英語の最初の一歩」（無料）
日本の観光案内や文化・習慣を、ウェルカムな気持ちを込めて英語で伝え
ることをネイティブ講師から学ぶ、おもてなし英語「はじめの一歩」のイベント
です。
12月3日（火）17：25～18：55　　　天野記念館4階ICZ　Room2

申込：天野記念館3階ICZカウンターにて受付中
講師：（株）シェーンコーポレーション派遣ネイティブ講師
定員：30名

■ 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。
12月11日（水） 12：40～　　12月18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。お問合せは
CLEAS（中央棟1階）まで。

筆記試験/口頭試験 本学申込期間受験料
A1（SD1）
A2
B1
B2

（ペーパー版）
C1

2月15日（土）
2月15日（土）
2月14日（金）

2月12日（水）

2月16日（日）

11月27日（水） 
～12月11日（水）

9,000円（学外12,000円）
10,000円（学外13,000円）
14,000円（学外18,000円）

17,000円（学外22,000円）

21,000円（学外28,000円）

教務課

■ 定期試験情報・レポート等情報について
定期試験時間割冊子は廃止となります。定期試験時間割情報やレポート
情報、追試情報はPorTaⅡから取得してください。
PorTaⅡ ＞ 試験・成績 ＞ 定期試験時間割照会
12月17日（火）　PorTaⅡ発表日
2020年1月21日（火）～1月29日（水） 定期試験期間
2020年1月30日（木）TOEIC®LISTENING AND READING TEST（IP）
2020年1月31日（金）定期試験予備日
※2020年1月25日（土）は通常授業を実施します。

■ 2020年3月卒業予定者
学生証の漢字表記をもとに学位記を作成します。学生証の氏名・生年月日
を確認し、誤り等があれば2020年1月10日（金）までに教務課学事係に
届け出てください。

■ ２０１9年度卒業論文（外国語学部）
●卒業論文提出（2020年3月に卒業予定の学生が対象）
　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）
　　　　　  仏  ：12月 9日（月）～12月13日（金）
　　　　　英、交：12月 9日（月）～2020年1月10日（金）
　　　　　取扱時間：月～金／9：00～17：00　土／9：00～12：00
　　　　　（冬季休業期間中は閉室）
　　　　　※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英語学科とフランス語学科と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。

■ 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」（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）登録について
対象者 第1次登録 第1次登録結果発表 選考方法

法学部
１年生

11月28日（木）～12月3日（火）
9：00～17：00

（土曜日は12：00まで）
教務課法学部係

12月6日（金）
13：00

抽選による
（第1次登録
未決定者は

第2次登録に参加）

※第2次登録については、「基礎演習の手引」を参照のこと。

年末授業日　2019年12月23日（月）まで
年始授業日　2020年  1月  8日（水）から

図書館

■ 長期貸出受付
学 部 学 生／12月9日（月）～12月25日（水）
大学院学生／11月20日（水）～12月9日（月）
＊返却期限はいずれも2020年1月9日（木）

■ 12月・1月の休日開館
12月24日（火）、25日（水）
2020年1月5日（日）～7日（火）、12日（日）、13日（月・成人の日）、26日（日）
10:00～20：00
＊レファレンスカウンター、PC貸出・サポートデスクはクローズします。

■ 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 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

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

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


