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学びのサポート
オフィスアワーって？
「オフィスアワー」とは、教員が授業等の内容に関する質問、相談について、個別に応じるために、確実に連
絡がとれるように設定された時間のことです。シラバスやHPに各教員の教室の場所、オフィスアワーの時間（曜
日・時間帯）が記載されていますので、遠慮なく訪ねてください。

語学学習

会話の力を身につけよう

●多言語交流コモンラウンジ（Multilingual Common Lounge）
地域創生・国際交流会館１階にある多言語交流コモンラウンジでは、留学ガイダンスや留学生とランチを食べ
ながら交流するグローバルランチなど、多言語・多文化の交流イベントを行っています。いつでも気軽に参加す
ることができます。

●英語学習コミュニケーションプラザ（English Learning Communication Space）
常三島キャンパスは地域創生・国際交流会館２階にあるELCSで，蔵本キャンパスは附属図書館蔵本分館１階
のラーニングコモンズで英語スキルを高めるためにさまざまなワークショップが開かれています。英会話を上達
させたい人、英語は苦手でも頑張ってみようと思う人はELCSへ来てください。

●スーパー英語（eラーニング）
自学自習に活用することができます。

http://www.ait.tokushima-u.ac.jp/service/list

語学学習相談コーナー
地域創生・国際交流会館１階の多言語交流コモ
ンラウンジにおいて､「語学学習相談コーナー」
を設けて語学の学習支援を行っています。語学学
習への刺激､苦手意識の克服､留学のアドバイス､
語学検定試験のアドバイスなどを受けることがで
きます。

学生による授業評価
● 授業評価アンケートとF D （ F a c u l t y
Development）活動
授業は、学生による授業評価アンケートによ
って評価され､結果は教員の授業改善（FD活
動）に反映されます。
また、このアンケート結果により毎年度、優
れた授業を選出し､教員を表彰しています。結
果はホームページにも掲載します。

自習のスペース等
● 教養教育５号館２階
学生自習スペース
● 理工学部共通講義棟２〜６階 中央エレベーターホール前

学生自習室

学生の皆さんへの連絡方法
◇連絡事項については、すべて教務システム及び掲示により行います。少なくとも１日１
回は、教務システムと教養教育掲示板（教養教育４号館１階）を確認するようにしてく
ださい。
教務システムのメッセージ等は、「cアカウントメール」にメール転送設定ができます。
詳しくはｐ29を参照してください。
◇ホームページも利用してください。
＊履修の手引、授業概要（シラバス）、休講情報、行事予定などが掲載されています。
＊教養教育院のホームページ http://las.tokushima-u.com/
2020 徳島大学教養教育院

4

学びのスキル〈ノートのとりかた〉
ノートを取ることは小学校からずっとしてきたことなので、簡単にできそうですが、
大学の授業でこれまでの方法が通用するとは限りません。大学の授業では、板書より
むしろ先生の話す内容をよく理解し、必要なことだけをノートに整理するというスキ
ルが求められます。授業の形式・内容によってさまざまな工夫が必要ですが、ここで
は講義形式の授業を例にポイントを紹介します。

①次回の授業内容についてあらかじめノートを取っておく
テキストがある場合に限定されますが、次回の授業で取り上げる箇所を事前に読み、概要をつか
んでおけば、講義をより理解することができるはずです。ノートには重要と思われるポイントや疑
問点を書いておくとよいでしょう。

②板書は「必要と思ったら」書き写す
板書＝重要とは限りません。板書をどのような場合に行うかは先生によって違います。例えば、
「重要なことは教科書やプリントに書いてあるので、あえて板書しない」ということもあります。
授業中は先生の話に集中し、自分で重要かどうかを判断するようにしましょう。

③後で読み返せるようなノートを取る
ノートを取る目的は、後で読み返して授業内容を再確認することにあります。後で読む気が起こ
らないようなノートは取っても無意味です。先生の話を聞きながら丁寧にノートを取ることは難し
いですが、余白を空けるなど、いろいろ工夫してください。

④その日のうちにノートを見直す
その日のうちにノートを見直して、書き漏らした重要なポイントを補足しましょう。時間がたて
ばそれだけ内容を忘れてしまいがちです。ノートを見直して分からないところが出てきた場合に
は、先生や他の受講生に質問し疑問を解決するとよいでしょう。

⑤ノートやプリント類はしっかり整理しておく
授業ごとにノートやプリントを整理しておけば、試験やレポートの時に慌てなくてすみます。ま
た、授業には前回までのノートやプリントも必ずもっていきましょう。

ＳＳＳ
附属図書館と連携して（Study Support Space）を
開設しています。日々の授業の予習や課題におけ
る疑問点、勉強の仕方・レポートの書き方，また
学生生活に関わることなどまで、さまざまな相談
に対して、先生・大学院生がサポートしてくれま
す。講義などでわからなかったことを質問したり、
履修について相談することができます。
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徳島大学教育について考え提案
する学生・教職員専門委員会
学生のみなさんが充実した大学生活を送ること
ができるように、学生と教職員が共に、徳島大学
の教育・学生生活に関わる問題点の調査や検証を
行い、改善策を提案する活動を行っています。
興味のある人は委員会に参加してみませんか？
【お問合せ先】教育企画室
電 話：088-656-7679
E-mail：kykikakuk@tokushima-u.ac.jp
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キャンパスライフ健康支援センター

保健管理部門
定期健康診断のほかに、体調不良やけがに対して診察・
処置が受けられます。
休養室で休むこともできます。
健康チェックや体力づくりに役立つ設備もあり、自由に
利用できます。
また、こころの健康相談には精神科医が応じますので、
気軽に来訪してください。
（要予約）

088 - 656 - 7289
電 話
E-mail： hokencenter@tokushima-u.ac.jp

総合相談部門
学生生活で何か悩んだり困ったことがあればどんなこと
でも相談できます。みなさんの学生生活が一層充実したも
のになるよう応援します。

・修学・履修、進路・就職
・対人関係・精神的問題
・悪質商法やネットトラブル
・様々なハラスメント
・自分探しや心理テスト

ǓȎ»ǺȒ»ǒ
ÕƫƓƘÖƞҼ
毎月第３木曜日
14：30〜16：00
૬༴ҼÕƫƓƘǎǸǊÖ
毎月第２・第４木曜日
12：00〜12：50
気軽に
ご参加ください！

☆相談予約はこちら（月〜金 ８：30〜17：15）
電 話
088-656-7637
E-mail hscc.counseling@tokushima-u.ac.jp
秘密は守ります。安心してご相談ください。

アクセシビリティ支援部門
障がいのある学生が修学及び研究を行う上で抱える困難に対して､相談に応じ必要な支援を
行うための部署です。
障がいのため大学での修学に困っていることがあったら相談に来てください。
場 所
教養教育４号館１階
電 話
088-656-9957
E-mail syuugakusien@tokushima-u.ac.jp
秘密は守ります。安心してご相談ください。

キャンパスライフ健康支援センター
☆利用時間

常三島地区（教養教育５号館１階）
蔵本地区（蔵本会館２階）

月〜金 8：30 〜 17：15
月〜金 8：30 〜 17：15
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附 属 図 書 館
大学では高校までと違い、自分で研究テーマを探し、それについて学習することが必要
となってきます。そんな時、役に立つのが「図書館」です。
徳島大学では、常三島と蔵本の両キャンパスにそれぞれ図書館があり、専門分野の図書
を中心に資料を揃え、皆さんの学習をサポートしています。
ここでは、常三島の図書館本館を中心に使い方を説明します。

開館時間
月−金

土

日・祝日

授

業

期

8：30−22：00

10：00−17：00

10：00−17：00

休

業

期

8：30−17：00

10：00−17：00

休館

● 休館日
●毎月第２金曜日の午前中（蔵書整理日。ただし４・７・１・２・３月を除く）
●学生休業期間中の日曜日・祝日
●５月の連休
●８月の大学夏季一斉休業日
●年末年始（12月28日から翌年１月４日まで）

入館・退館
図書館入口のゲートは、学生証で開きます。学生証をお持ちでない方は、カウンターにお
声がけください。
図書館の出口には、図書等の無断持出防止装置が設置されています。
貸出手続きをせずに図書等を持ち出そうとすると、警報が鳴ります。
警報が鳴ったときは、図書館職員の指示に従ってください。

貸出・返却
● 貸出

貸出冊数・日数は

５冊14日間

です。

貸出手続は、自動貸出装置でお願いします。
「図書館利用証（学生証）」を用い、画面に表示されるメッセージに従って操作を行ってください。(自動
貸出装置の利用が混雑しているときなどは、カウンターでも貸出手続きを受け付けています。）

● 返却・延長
返却はカウンターで手続きをお願いします（本館・分館どちらのカウンターでも返却できます）。図書館が
閉館している時は、ブックポストへ返却してください。
（※開館中は必ずカウンターに返却してください。）
返却期限を厳守してください。１冊でも返却が遅れると、遅れた日数に応じて自動的に貸出停止になります。
期限内に限り、一回だけ貸出期限を延長することもできます。

● 予約
読みたい図書が貸出中の場合、予約することができます。また、分館の図書を取り寄せて借りることもで
きます（デリバリーサービス）。いずれも図書館ホームページの学内蔵書検索（OPAC）からお申し込みくだ
さい。
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コ ピ ー
● 図書館１階のカフェテリアにコピー機があり、コピーをとることや、USBメモリに保存されたPDFファイ
ルを印刷することができます。（１枚10円、モノクロのみ）
● 著作権法で認められた範囲内で図書館資料の複写ができます。その際は、文献複写申込書をカウンター
に提出してください。

パソコン利用
● 図書館１階および３階のマルチメディアコーナー、２階研究個室に
パソコンを設置しています（55台）。プリンターはありません。
● 入学時に配付された学内ID/パスワードでログインしてください。
● 学内蔵書、論文データベース、インターネットなど電子化された情
報の入手、レポート作成、履修登録などに活用してください。
● 蔵書検索（OPAC）用パソコンを使うと、図書や雑誌を探すことが
できます。ID／パスワードは不要です。

その他のサービス
● レファレンス
レファレンスとは、資料や情報を探すお手伝いをするサービスです。
・調べたいけれど、何を見たらよいかわからない。

・欲しい文献がみつからない。

・図書館ホームページで公開している、データベースや蔵書検索（OPAC）の使い方がわからない。
そんなときはカウンターの職員に気軽に声をおかけください。図書館ホームページのお問合せから質問する
こともできます。

● マイライブラリ
図書館ホームページ上の個人ページです。
借りている図書の貸出期間延長や他の人が借りている図書の予約、図書館に置いてほしい図書の購入希望
（無料）、他大学からの論文コピーや本の取り寄せの申し込み（有料）ができます。

● オリエンテーション・講習会
図書館では、オリエンテーション・講習会を開催しています。図書館の使い方や、データベースの使い方
など、図書館を有効に活用するテクニックを紹介します。図書館ホームページやポスターなどで掲示してい
ますのでぜひ一度ご参加ください。

図書館はみなさんの共有施設です。
誰もが気持ちよく使えるよう、マナーを守ってご利用
ください。
飲食・携帯電話の使用は指定の場所でお願いします。

図書館の利用時間の変更、使い方のQ&A、OPACなど、
役に立つ情報発信中！
図書館の利用時間の変更、使い方のQ&A、
●図書館ホームページ●
OPACなど、役に立つ情報発信中！
https://www.lib.tokushima-u.ac.jp/

●図書館SNS●
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