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教務事務システム利用のための
徳島大学システムサービス利用マニュアル
　本マニュアルは、学生が履修登録等に必要な教務事務システム利用を目的とし
て、関連する本学のシステムサービスを併せ掲載しています。
　徳島大学システムサービスの一覧は次頁のとおりとなりますが、本マニュアルに 
掲載されているもの以外については、リンクメニュー「徳島大学システムサービス
一 覧」の「利用条件等」を参照の上、利用してください。

※画面については変更する場合があります。
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⑴ パソコンの電源ONと起動・接続

１．学生用パソコンの起動・終了方法

　ここでは、学部等の電算機室やコンピュータ室、情報処理実習室、図書館マルチメディアコ
ーナー等の情報センター導入端末を利用する場合の操作方法を説明します。なお、下記コンピ
ュータは、デスクトップタイプのコンピュータを例に挙げていますが、ノート型PCやMacなど
他の機器については適宜読み替えてください。

①パソコンの電源をONにします。

②パソコンの画面が次のとおり自動で遷移します。

③I D（小文字ｃに続く９桁の数字）及びパスワードを英数半角で入力し、　　をクリックしてログインする

とWindowsのデスクトップ画面が表示され、利用を開始できます。

デスクトップ型の場合は、

丸印の位置に電源ボタンが

あります。
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（※使用後および離席時は必ずパソコンを終了してください。）

注）スタートボタンで表示

　　されるメニュー項目は

　　利用者・パソコンによ

　　り異なります。

⑵　パソコンの終了

①下記左のデスクトップ画面から、スタートメニューをクリックする。

クリック

クリック

　「シャットダウン」→終了

②スタートメニューが表示されるので、　　をクリックし、「シャットダウン」を選択し終了する。

④

②

③

①

19
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⑴　教育用コンピュータ端末からの「徳島大学システムサービス一覧」利
　用方法

２．徳島大学システムサービス一覧のメニュー表示～ログイン

　ここでは、本学の情報システムサービスを利用するための基本画面となる「徳島大学システ
ム一覧」メニュー表示からログインの方法までを説明します。

＊ログイン画面は選択するサービスにより異なる場合があり、統合認証

IDの入力欄は、「Username」「ID」「ユーザー名」等を適宜読み替

えてください。

学部等の電算機室やコンピュータ室、情報処理実習室、図書館マル
チメディア実習室等のパソコンの場合

①　Webブラウザソフト（Internet Explorer　 　　、Firefox 　　　）などを起動します。

②　教育用コンピュータ端末のブラウザホーム画面「徳島大学システムサービス一覧」が表示されるので、

左側のメニュー欄で利用するサービスを選択します。

③　統合認証の画面が表示されるので、入学時に配布された統合認証ID（「ｃ＋学生番号の上９桁」とパス

ワードを入力し、「右記に同意して利用する」をクリックし、ログインします。

クリック

以下、他のサービスも同じ

手順、統合認証ID・パス

ワードで利用できます。

＊統合認証ID・パスワードは一度入力すると、ブラウザを開いている間は、

全てのブラウザ画面で記憶されます。

＊連続して他のサービスを利用する場合はログイン操作無しで利用できます。

＊１つのサービスをログアウトしてもブラウザ上ではログイン状態の保持は

継続されているので、利用が終了したら必ず一度全てのブラウザ画面を閉

じてください。

① 同意書の確認をします。
　　＊システム利用には同意が必要です。
② ｢Username」に統合認証IDを入力
します。
③ ｢Password」にパスワードを入力し
ます。 
④ 「右記に同意して利用する」をクリ
ックします。

以上で、選択したサービスの画面が起
動します。

④

②

③

①

④

②

③

①

例えば
｢学生用教務事務システム｣
をクリックします。
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学内LAN（tokushima-uWLAN）に接続した端末

や図書館・実習室の端末からは学内限定サイ

トにアクセスすることができます。

メニューから「各種サービス」→「システム

サービス一覧（学内限定）」をクリックして

ください。（注３）

①　徳島大学HPのトップページから、「在学生・保護者の皆さまへ」を選択、表示後、現在
「システムサービス一覧（学内学外共通）」のバナーをクリックする。
　の「学内専用」または「学内・学外共通」のアイコンをクリックする。

「学内限定」画面「学内・学外共通」画面

⑵　教育用コンピュータ端末以外のパソコンからの「徳島大学システム

サービス一覧」利用方法

　　（徳島大学HP　https://www.tokushima-u.ac.jp）

注１：個人所有のパソコン等端末機を利用する場合は、利用の場所が学内であっても、公衆回線（携帯電話会社等のネットワー
ク）で利用している場合は、｢学内限定」ページは利用できないので、「学内・学外共通」ページを利用してください。

注２：個人所有のパソコン等端末機で「学内限定」ページを利用する場合は、無線LAN接続の設定を行う必要があります。
注３：無線LAN接続は、図書館、各学部等にあるパソコン室等のパソコンで、｢徳島大学システムサービス一覧」の「学内限定｣

ページのメニューの内、｢Wi-Fi・VPN申請」で接続のアカウント、パスワードを入手後、利用する端末機器を設定すると
利用できます。（同ページ内に設定方法の詳細説明があります。）

②　情報センター②　情報センターHPHP「システムサービス一覧（学内学外共通「システムサービス一覧（学内学外共通）」画面が表示されます。」画面が表示されます。②　情報センターHP「システムサービス一覧（学内学外共通）」画面が表示されます。
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▲
▲

▲

②　情報センターHP「システムサービス一覧（学内学外共通）」画面が表示されます。

⑴　「徳島大学システムサービス一覧」の「パスワード変更」をクリック

⑵　認証画面が表示された場合、現在利用している各個人のID、パスワ

ードを入力し、新しいパスワードを登録してください。

　　この手順は１年（約365日）毎に実施する必要がありますので、失念

しないように注意してください。

３．個人認証パスワードの有効期限　

※重要（パスワードには有効期限があります。）
①　入学時にお知らせしたユーザーID（総合認証ID）のパスワード（初期パスワード）は30日

間で無効になるよう設定されています。以下の手順で初回操作時にパスワードの更新（変更

登録）を必ず行ってください。

②　更新後のパスワードにも有効期限があり、365日間で無効になります。

　　失効前に忘れずに更新（変更登録）を行ってください。

　　パスワードの更新は、学内LANのみのサービスになりますので注意してください。

③　やむを得ずパスワードの利用期限が超過し、失効した場合は、情報センター（常三島キャン

パス）または、所属学部の学務（教務）係へパスワードの再発行手続きを申請してください。

※パスワード有効期限に注意

　初期パスワード変更後、特に有

効期限が夏休み等休業期間中とな

らないよう、早めにパスワードの

更新を行ってください。

「My Page」からｃアカウント

や無線LAN・VPNアカウント

の有効期限を確認することが

できます。

ｃアカウントのパスワード変

更はこちらから

無線LANアカウントのパスワ

ード更新も忘れずに。

（有効期限：１年）
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パソコン（学内・学外）
＊個人所有機器は各自で責任を持っ

て管理してください。

＊内容によっては掲示板等でもお知らせし

ますので、教務事務システムと合わせて

確認してください。 

４．学生へのお知らせ、情報発信の方法

⑴　概　　要
　学生へのお知らせは、「徳島大学システムサービス」の各種システムと各学部等の所定の掲
示板（電子掲示板含む。）から行うので、必ず両方を確認してください。（ただし、「徳島大
学システムサービス」からの通知を基本としますので、「学生用教務事務システム」若しくは
「学生用教務事務システム」の「メッセージ」転送機能を利用して、日々の連絡事項を確認す
るようにしてください。）
　大学から提供される「お知らせ」などの大事な情報は、全て自己管理で収集する必要がある
ので、注意してください。

毎日確認

教務事務システムから配信される各種お知らせ

各学部等の所定の掲示板・電子掲示板 

【徳島大学総合ポータル】
　教職員・学生の双方向コミュニケーション
　ツール

【徳島大学ＬＭＳ】
　授業の教材配信などを行います。
　授業担当教員の指示により、利用してください。

　大学が提供するＷＥＢ上でメールが利用できる
システム。
　教務事務システム（メッセージ）、徳島大学総合
ポータルなどの情報がメールとして転送されてい
ます。

　履修登録、成績照会、出欠記録確認、メッセー
ジ（講義連絡、休講・補講、学生呼出等）、お知ら
せ（行事、注意喚起など）、就職情報、落とし物情
報など、学生が日常で利用するシステムです。

重要　【学生用メールサービス】

重要　【学生用教務事務システム】

両
方
を
確
認

（大学からの通知はこちら

　を基本とします。） 
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⑵　学生用教務事務システムについて
①　機　　能

　　学生用教務事務システムは、学生が学内や自宅＊において履修関連の手続きや学生周知事

項などの情報を得る重要なシステムで、学生は毎日の確認が必要です。

　　詳細な利用方法は後述の「教務事務システムマニュアル（抜粋）」で説明します。

②連絡先登録（必須）

　　学生用教務事務システム上で連絡先登録を行ってください。

　　また、連絡先に変更があった場合は、登録の変更を行ってください。

③「メッセージ」＊の転送機能　

　　学生用教務事務システムには連絡先登録を行ったメールアドレスの機器に｢メッセージ｣＊

を転送する機能があり、初期値は送る設定となっています。

（学生用教務事務システムの機能）

・連絡先登録　　・シラバス参照 ・履修登録　　　・成績照会

・時間割表（スケジュール） ・授業の出欠状況

・メッセージ（講義連絡、休講・補講・教室変更・学生呼出など）

・お知らせ　（学生周知事項など）

・ポートフォリオ（キャリア教育授業用のシステム、就職情報の提供）

・落し物照会

※「メッセージ」の転送は、授業情報や、学生呼び出しなどが手軽に入手できる機能ですが、後述の「４⑶　学生用メール
サービス」のメール転送機能と次ページ「携帯サイト」を併用すると、次のように大学が発信する情報をほとんど携帯電
話だけで把握することができます。

・１日１回は次ページの携帯サイトで学生用教務事務システムの情報を確認する。
・学生個別宛てとなるメッセージは、「学生用メールサービス」でメール転送設定を行っている（メールサービス上で
設定する必要があります。）ので携帯電話のメールで即時に把握する。
・その日の授業予定は休講情報などが反映された携帯サイトの時間割で確認する。

＊添付ファイルがある場合は、学生用教務事務システム（パソコン）から入手する必要があります。

＊「メッセージ」とは下図に記載の教務事務システムの機能をさします。

＊個々の携帯電話等の状態・着信拒否設定等により転送されたメールを受信できない場合があります。

教務事務システムから発信される情報

（メッセージ）

講義連絡、休講・補講、

教室変更、学生呼出、

事務連絡等

（お知らせ）

行事、お知らせなどの

学生周知事項

（就職情報）

求人、就職ガイダンス

などの情報

メッセージの転送
＊配信専用アドレスから配信されます。（転送されたEメールで返信はできません。）。

＊「お知らせ」の情報は、学部学科等で全ての学生に必要なもの等は転送されますが、通常は転送されません。

＊添付ファイルが省略されています。

連絡先登録
携　帯
電話等
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５．学生用教務事務システムマニュアル（抜粋）

⑴　「学生用教務事務システム」トップページ画面

2018年４月１日

ログインした日の週間スケジュールが５分刻みで表示されます。

枠上部の［前の週へ]、[次の週へ］ボタンで表示させる週を変更できます。

また、指定した日付へジャンプすることもできます。

タグ切替えボタン：
ボタン（タグ）に配置の
メニューの切替えを行い
ます。

機能選択ボタン：表示の
機能を選択します。

マニュアルがダウンロー
ドできます。

連絡先の登録
メールへの転送設定

科目名をクリックすると、
その授業の明細スケジュ
ールが表示されます。

新着のメッセージ、お
知らせがあると、その
旨が表示されます。

休講時には背景が赤
くなり、赤字で「休
講」と表示されるよ
うになります。
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　　連絡先の登録
　　大学へ宿所届を提出いただいておりますが、常用の
連絡先としては主にこちらを利用するので、必ず登録
してください。

　　また、宿所の変更があった場合は宿所届の提出が必
要ですが、連絡先だけの変更は、こちらへ登録してく
ださい。

①　トップページの「連絡先」のリンクをクリックしま
す。

②　連絡先登録の画面が表示されます。最新常用の連絡
先を登録してください。

　　メールアドレス欄については、登録されたアドレス
宛、「①」図、トップページの「メッセージ」（休講・
補講、講義連絡、学生呼出し等）の内容が転送される
仕組みとなっています。（転送の際、添付ファイルは
省略されます。）

＊　登録後、発信される確認メールを必ず確認ください。
＊　メールアドレス欄へ携帯端末機のアドレスを登録す
る際は、各自の携帯端末機ごとに設定されている「着
信拒否」等で、大学の連絡先として利用できない場合
があります。

　　登録画面の注意書きを、よく確認してから登録して
ください。

　　メッセージ等のメール転送設定
　　メールへの転送設定は、利用者の都合により転送項目
等の設定変更ができます。

　　初期の設定は、｢メッセージ」及び就職関連の情報は
全て転送される設定となっています。

①　トップページの「メールへの転送設定」のリンクをク
リックします。

②　メール転送設定の画面が表示されます。
　　メール転送設定は「学生用メールサービス」のアドレ
スと連絡先に登録したメールアドレスへの２つ転送項目
を設定することができます。

＊　連絡先登録のメールアドレスと同じアドレスを、「4⑶ 
学生用メールサービス」の転送設定する場合は、同じ内
容のメールが2通にならないよう、連絡先へ登録したア
ドレス側の転送項目をはずしてください。

＊　｢お知らせ」は、原則転送されないので、チェック項
目はありません。

＊　特に重要な「お知らせ」「メッセージ」は、本設定に
かかわらず転送します。

❶ ❷

⑵　連絡先の登録・メッセージ等のメールの転送設定

○操作は「トップページ」タグで表示される画面において行います。

ここをクリック
ここをクリック

登録欄
連絡先へ携帯
端末機のアド
レスを登録す
る際の注意

学生用メールサービスの
アドレスへの転送設定
c******＠tokushima-u.ac.jp

連絡先へ登録したメールア
ドレスへの転送設定

就職関連情報の転送も同じ
仕組みです。
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　　［受信履歴］タブをクリックすると、受信メッセー

ジ一覧が表示されます。

　　件名をクリックすると、クリックした行がピンク色

に変わり、一覧下部にメッセージ内容が表示されます。

添付ファイルがある場合には通知内容下部のリンクか

らダウンロードできます。

　　[送信履歴]タブをクリックすると、送信メッセージ

一覧が表示されます。

　　件名をクリックすると、クリックした行がピンク色

に変わり、一覧下部にメッセージ内容と宛先が表示さ

れます。

返信
返信は、職員または教員が返信要求しているときにだけ可能に
なっています。返信要求のないメッセージには返信できません。

①クリック ①クリック

■ 受信メッセージを確認する ■送信メッセージを確認する

⑶　メッセージ　（連絡先登録のアドレスへのメール転送機能有）

○「トップページ」タグの「メッセージ」ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。

　「メッセージ」は授業関係通知（休講・補講・教室変更・講義連絡）及び学生呼出し等の個人を特

定した事務連絡において使用します。

②クリック

メッセージ内容が表示される。

添付ファイルがある場合にはリンクが表示され、
クリックするとダウンロードすることができます。

②クリック

❶

❷

❶

❷

返信
学生から返信要求はできないので常に「要求なし」と表示され
ています。

メッセージ内容と宛先が表示される。
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■ メッセージを返信する

■ 「お知らせ」を確認する。

⑷　お知らせ　（お知らせの内容は原則メール転送されません。）

○「トップページ」タグの「お知らせ」ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。

①入力

クリック

❶

❷

　　返信要求のあるメッセージの[返信]ボタンをクリッ

クします。

　　メッセージ作成画面が表示されます。件名、メッセ

ージ等を入力します。

①トップページの「お知らせボタン」をクリックすると、

日付の新しい順にお知らせが表示されます。

　　内容を確認し、送信します。

　　送信完了です。

＊添付ファイル：添付ファイルのファイル名をクリック

すると添付ファイルをダウンロードすることができま

す。
　

※学部、学科の全学生へ周知の必須事項等は、メール転

送される場合があります。
　

※「お知らせ」には、学生の所属・学年の範囲で行う、重

要な周知事項を掲載するので、毎日の確認が必要です。
　

※「４⑵　学生用教務事務システムについて」の「④｣

で案内しました「携帯サイト」でも「お知らせ」の内

容を確認できます。

添付ファイル
ファイルを３つまで添付できます。

❸

❹

②クリック

クリック

件名 内容
添付

ファイル
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　　はじめに

　　｢学生用教務事務システム」の「シラバス検索」は、

入学時のシラバス「適用年度」と、「開講年度」の両

方のシラバスが検索できます。

　　画面初期値は「開講年度」となっており、受講する

年度のシラバスが検索できるようになっています。

　　｢適用年度」で検索されるシラバスとの違いは、経

年で変化する教員や、授業内容の変更が反映されてい

ます。

　　検索を開始します。

　　検索結果は、利用している環境にもよりますが数十

秒程度で検索結果が表示されます。

■ シラバスを検索する。

⑸　シラバス検索～印刷

○「トップページ」タグの「シラバス検索」ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。

❶

❷

❸

　　選択した科目の授業概要が表示されます。

　　Ａ４印刷用フォーマットが表示される。

　　出力されるプリンタを確認して、印刷をクリック

❹

❺

①開講学部
教養教育、学部の別を入力

②検索しようとする項目
　を入力します。

閲覧する「科目名」を
クリックします。

Ａ４印刷用のフォーマット
を準備しています。

＊必要によりクリック

｢印刷｣をクリックすると
印刷が開始されます。

③必要項目が入力で
　きたら、「検索｣を
　クリックします。
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⑹　履修登録

○「履修・成績情報」タグの「履修登録」ボタンをクリック、すると以下の画面が表示されます。

　　履修登録画面が表示されます。コマの「追加」ボタ

ンをクリックして授業科目を追加します。
❶ 　　「追加ボタン」を押すと授業選択画面が表示されます。

　　-1　｢　　」へ画面が戻り、画面に追加した授業が表

示されるので、順次入力を行います。

　　なお、教養教育院の「教養科目」については、抽選

を前提とし、一つのコマに第3希望まで登録できます。

　　｢教養科目｣（第３希望）までの表示例を次ページに

記載します。

＊上記赤線の背景色は履修登録後に事務において入力さ

れるので、登録期間中、変更期間中は毎日確認してく

ださい。

❷

❸ ❶

登録したいコマの[追加]

ボタンをクリック。

「SIH道場」などの「集中
講義」、曜日時限に関わら

ず、日程で行われる授業は、

ここから登録します。

｢教養教育」「自学科自コース」「教職・学芸
員｣などの授業の種類を選択します。

＊参考
｢科目｣をクリックするとシラバス
が参照できます。

＊部局によっては表示されない場合があ
ります。
　表示されない場合は、前記 「⑸シラバ
ス検索～印刷」の方法で、シラバスを
閲覧してください。

［追加]ボタン

をクリックする

と履修登録され

ます。

コマの背景色について
教養教育科目：水色　　　専門科目：緑
他学科・他コース科目：黄色
窓口申請、事務による必修科目登録等：濃い青(登録期間であ
っても削除不可)
特別許可科目：薄い水色
抽選がはずれた科目：オレンジ色
登録誤り等エラー科目：赤色
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受講票（マークカード）　記入例

削除カード　記入例

教養教育時間割

マークは必ず鉛筆（HB）を

使用してください。

＊学部ごとに受講票（マークカード）

　の用紙色が異なります。

＊必ず｢学部｣をマークしてください。

⑺　受講票・削除カードの記載例

※受講票・削除カードは、教養教育授業のウェルネス総合演習（医学部保健学科看護学専攻及
び薬学部のみ）の履修登録、及び履修登録変更期間中の履修登録変更（追加・削除）、再受
講の際の履修登録に利用します。
　詳しくは、本書14頁「１．履修登録の手順」を参照してください。

❸ -2　教養科目（第３希望）
　　　　までの表示例

●抽選科目について ・第１希望追加時 ・第２希望追加時 ・第３希望追加時

受講・削除カードは、ミシン目で
切り取って使用してください。
前期・後期併せて12枚が添付され
ていますので、計画的に使用して
ください。

33
2019 徳島大学教養教育院



PDF形式の履修時間割表が
出力できます。

❶ 授業別出欠状況が一覧で表示されます。授業毎の出
欠状況を確認する場合には[出欠明細]ボタンをクリッ

クします。

⑼　出欠一覧

○「履修・成績情報」タグの「出欠一覧」ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。
　授業出席情報公開の有無は、所属部局により異なります。
　また、出席記録システムの利用の有無は授業により異なります。

クリック

❷ 授業科目の出欠明細が表示されます。

⑻　履修時間割表

○「履修・成績情報」タグの「履修時間割表」ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。

■ 履修時間割表を参照する
履修時間割表が表示されます。  ●PDF形式の履修時間割表
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❶ [成績明細の表示]で全成績または期間を指定し、[表
示する]ボタンをクリックします。

❷ 成績明細が表示されます。

●PDF形式の成績明細

■ 成績明細を参照する ■ 個別成績表を参照する

⑽　成績参照

○「履修・成績情報」タグの「成績参照」ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。

❶ [成績明細の表示]で全成績または期間を指定し、[表
示する]ボタンをクリックします。

❷ PDF形式で成績表が表示されます。

●科目区分別

●年度学期別

②クリック

①指定

②クリック

①指定

PDF形式の成績明細が
出力できます。
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クリック

②クリック

①指定

❶ [成績明細の表示]で全成績または期間を指定し、[表
示する]ボタンをクリックします。

❷ 集計値、GPA等が表示されます。

❶ [成績明細の表示]で全成績または期間を指定し、[表  
示する]ボタンをクリックします。

❷ 成績明細表示画面で、成績分布が許可されている時
間割の行に成績分布アイコン 　　が表示されます。

❸ 　　をクリックすると、以下のような素点分布ウィ
ンドウが新規に開きます。

 ※赤色の位置が、学生本人の成績になります。

　対象者が11人未満の場合は、素点分布図は表示されま

せん。 

■ 成績集計値・GPAを参照する ■ 成績分布グラフを参照する
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⑾　その他の機能

○学生用教務事務システムには、これまで記載したものの他、次の機能があります。

　詳細な利用方法は、学生用教務事務システムの「トップページ」タグにあるマニュアルを参照して

ください。

１．学籍情報
　学生本人の所属情報・宿所、保護者・保証人情報を閲

覧することができます。

※宿所、保護者・保証人の変更は所属部局の担当係へ

変更届が必要となります。

２．ポートフォリオ
　就職関連情報提供、キャリア教育に利用するシステム

です。

　「ポートフォリオ」タグをクリックすると「学生用教

務事務システム」画面とは別に「ポートフォリオ」のシ

ステム画面が立ち上がります。

・「トップページ」タグ

　　「就職に関するお知らせ」情報のページです。

　　「学生用教務事務システム」の「連絡先」に登録

された、「メールアドレス」及び「学生メールサービ

ス」へのメール転送機能が、初期値で送る設定とな

っています。

　　本誌「⑵　連絡先の登録・メッセージ等のメール

転送設定」で、転送設定を調整することができます。

・「キャリアデザイン」等その他のタグ

　　キャリア教育の授業進行上で利用します。

　所属部局により利用の有無が異なります。

　利用方法は授業中に説明があります。

３．語学マイレージ・プログラム
　マイレージポイントの確認方法、ELCSワークショップ

の予約方法などは、教養教育院ホームページに掲載しま

す。

　http://las.tokushima-u.com/

４．各種設定
・メール転送設定

　　本誌「⑵連絡先の登録・メッセージ等のメール転

送設定」で説明した「メッセージ等のメール転送設

定」のもう一つの入口です。

・携帯サイト

　　｢４－⑵ 学生用教務事務システムにおいて説明し

ました「携帯サイト」のURLを携帯電話に送付する

時に利用します。
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◎徳島大学のトップページ（http://www.tokushima-u.ac.jp/）にある

◎利用したいeコンテンツがあるバナーをクリック

６．LMS（学習管理・支援システム）の使い方

⑴　はじめに　～LMSのWeb上入口

（はじめに）
　LMS（Learning Management System：学習管理・

支援システム）は、コンピュータやインターネットな

どのネットワークを使って学習（e-Learning）を行う

システムの総称です。

　本学には、『徳島大学LMS（manaba）』と『徳島大

学LMS（Moodle）』等、複数のシステムが稼働してい

ますが、いずれのLMSにも授業単位等のメニューがあ

り、授業コンテンツ（ｅコンテンツ）などが収められ

ています。

　学生は、自宅や大学のパソコンなどから、予習や復習、

講義連絡受理・レポートの提出などに使用しますが、

授業により、LMSそのものの利用の有無や、使うLMS

なども異なる場合があるので必ず授業を行う教員の指

示により利用してください。

（LMSのWeb上入口）
　ここでは、全学システムとして導入されている『徳

島大学LMS（manaba）』と『徳島大学LMS（Moodle）』

の２つのLMSについて説明します。

　なお、これらのLMSを含め、本学が行うシステムサ

ービスは、みなさまのシステム利用状況に併せ、

　①情報センター端末のブラウザの初期画面「徳島大

学システムサービス一覧」のメニュー

　②情報センターホームページの「学内システム」を

クリックし、ID・パスワード入力後に表示される「徳

島大学システムサービス一覧」メニュー

③ 徳島大学のトップページ（http://www.tokushima-u.ac.jp/)

　にある「在学生のみなさまへ」の

　バナーをクリックして表示されるリンク集から

等、さまざまな入口が設けられていますが、ここでは、

自宅からの利用に適した、③徳島大学のトップページ

からの利用方法について説明します。

※　いずれのメニュー選択方法においても、メニュー

選択後の画面推移は概ね同じとなります。

　　  （２回ログイン画面が表示される場合がありますが、

どちらも学内ID・パスワードを入力してください。)

マ　ナ　バ

ム ー ド ル

マ　ナ　バ ム ー ド ル

をクリック

この中から利用したいeコ
ンテンツがあるバナー(LMS)
を選択しクリック

をクリック
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※ログインが出来ない場合① ログイン方法

② ＴＯＰページ

③ お知らせ

④ 講義（コース）タブ

⑤ 講義（コース）ページ

⑴　利用者ID／パスワードが異なる場合
　　利用者ID／パスワードを入力する際には、下記の点にお
気をつけください。
・間違えやすい文字（英大文字「O」と数字の「0」など）
・大文字、小文字の違い
・２バイト文字での入力

⑵　繰り返しログイン画面が表示される場合
・ブラウザが、Cookieの利用を許可するように設定を行っ
てください。

・端末の時刻が大幅にずれていないかどうかをご確認く
ださい。

ログイン後に表示される画面です。

画面上部にシステム共通のメニューと利用者名が表示され

ます。

画面中部に、システム管理者からの通知が表示されます。

必ずチェックするようにして下さい。

（ログイン画面）

⑵　徳島大学LMS（manaba）の利用方法

上部タブから、それぞれの機能をクリ
ックすると詳細が表示されます。
資料の確認、講義内容の確認、受講状
況の確認、掲示板の利用、レポート機
能、アンケート機能、小テスト機能等
を行うことができます。

担当教員からのお知らせ
講義のお知らせが表示されます。
必ずチェックするようにしてください。

科目名をクリックすることにより、その科目を実施
するための画面（講義（コース）画面）が表示され
ます。

『コースタブ』をクリック

操作マニュアル
が表示されます。

学外から利用の場合も学内
ＩＤ・パスワードを利用し
ます。
利用者ID「c*****｣とパス
ワード｢*******」を入力
し、ログインをクリック
(*「*」は任意の文字)
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⑶　徳島大学LMS（Moodle）の利用方法

（ログイン画面）

① ログイン方法

学外から利用の場合
も学内ID・パスワー
ドを利用します。
I D｢c*****｣とパス
ワード｢*******｣
を入力し、『右記に
同意して利用する』
をクリック

＊｢*｣は任意の文字

をクリック

『使用条件に同意す
る』にチェックを入
れ、『確認』をクリック

＊２回目以降は表示さ
れません。

いずれかにチェック
を入れ、『次』をクリ
ック

＊下２つを選択した
場合は２回目以降
表示されません。

『送信』をクリック

ログイン後に表示される画面です。

画面上部に利用者名が表示されます。

③ 履修登録② ＴＯＰページ

をクリック

受講する科目の科
目名をクリック

担当教員から知らされた登録キーを入
力して、『私を受講登録する』をクリック
これで、科目の履修登録は完了です。

⑥ ログアウト
　システムの利用を終了する場合、[ログアウト]ボタンにより必ずログアウトしてください。

　ログアウトせずにブラウザを終了してしまった場合でも、システム利用上の致命的な問題とはなりませんが、セキュリティ

の観点から利用終了後は必ずログアウトをするようにしてください｡

　ログアウトすると、ウィンドウが閉じます。

※ウィンドウを閉じる時に確認メッセージが表示される場合があります。

「徳島大学」を選択し、
『Select』をクリック

40

The First Step 

Tokushima University

学びのファーストステップ

2019 徳島大学教養教育院



⑷　自学自習のページの利用方法

（ログイン画面）

① ログイン方法 ② コース選択
学外から利用の場合も学内
ＩＤ・パスワードを利用し
ます。
利用者ID「c*****｣とパス
ワード｢*******」を入力
し、ログインをクリック
(*「*」は任意の文字)

コース名をクリック

をクリック

ログインができない場合→p39参照

※事前に利用登録が必要です。

⑤ ログアウト
　システムの利用を終了する場合、[ログアウト]ボタンにより必ずログア

ウトしてください。

　ログアウトせずにブラウザを終了してしまった場合でも、システム利用

上の致命的な問題とはなりませんが、セキュリティの観点から利用終了後

は必ずログアウトをするようにしてください｡

　ログアウトすると、ウィンドウが閉じます。

④ 内容詳細

ここでは、ニュースフォ
ーラムやそれぞれの講義
のお知らせ、資料の確認、
講義内容の確認、受講状
況の確認、掲示板の利用、
レポート機能、アンケー
ト機能、小テスト機能等
を行うことができます。
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学習したい項目をク
リック

③ 内容詳細

④ ログアウト
　システムの利用を終了する場合、[ログアウト]ボタンにより必ずログアウトしてください。

　ログアウトせずにブラウザを終了してしまった場合でも、システム利用上の致命的な問題とはなりませんが、セキュリティ

の観点から利用終了後は必ずログアウトをするようにしてください｡

　ログアウトすると、ウィンドウが閉じます。

※ウィンドウを閉じる時に確認メッセージが表示される場合があります。

LMSに関するお問合せ

全学システムとして導入されている『徳島大学LMS（manaba）』と『徳島大学LMS（Moodle）』の２

つのLMSの利用についてのお問合せは、eラーニングサポート室までお問合せください。

  常三島キャンパス　6号館（人と地域共創センター）２階

 TEL：088-656-7102（平日9：00～12：00　13：00～16：00）
 E-Mail：els.support@tokushima-u.ac.jp
 Web：https://uls01.ulc.tokushima-u.ac.jp/info/index.html

42

The First Step 

Tokushima University

学びのファーストステップ

2019 徳島大学教養教育院



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


