
・教養教育 学習相談利用後は，アンケートの回答にご協力ください。

【アンケート回答用フォーム】https://forms.office.com/r/7aN4KV3GT0

・利用方法等に関するお問い合わせは，教育支援課教養教育係

（教養教育4号館1階）までご連絡ください。

【TEL】088-656-7308 【E-mail】kykyotuk@tokushima-u.ac.jp

・語学に関する相談受付（語学学習・検定試験・留学など）は，語学教育センターでも実施しています。

【語学教育センターHP】https://las.tokushima-u.com/language-education-center/consultation-event/

令和４年度前期は

8月5日(金)まで受け付けます

【アンケート回答用フォーム】

【教養教育院HP】 【語学教育センターHP】

※各メールアドレスの「@」の後に「tokushima-u.ac.jp」を付けて送信してください。

教養教育院では，学生のみなさんの学習に関する相談を メール相談 オンライン相談
対面相談 の３通りの方法で受け付けています。相談受付内容や教員などについては，下表を
参照してください。（※BCPレベル３以上の場合，『対面相談』は休止となります。）

勉強方法がわからない，期末試験が不安，レポートの書き方を教えて欲しいなど，みなさん
の様々な相談に対して教養教育院教員が一緒に解決していきます。気軽にご利用ください！

メール相談

メールアドレス 受付方法 相談対応日時 相談対応場所 相談対応日時

齊藤　隆仁
物理学・

レポートの書き方

Zoom
【URL】

https://zoom.us/j/96531204

783

【ミーティングID】

 965 3120 4783

【パスコード】 LAS

毎週火曜日
18:00～19:00

附属図書館
（SSS)

毎週月曜日
18:00～19:00

オンライン相談・対面相
談を受け付けます。オン
ライン相談では左記URL
等から入室してくださ
い。

大薮　進喜
情報・物理・
数学・宇宙

shinki_oyabu@ Zoom，Teams等 要相談
附属図書館

（SSS)
毎週金曜日

18:00～19:00
オンライン相談はメール
で予約してください。

南川　慶二
化学・

レポートの書き方
minagawakeiji@ 要相談 要相談

附属図書館
（SSS)

毎週火曜日
17:00～18:00

オンライン相談は，まず
はメールで相談を受け付
けます。必要に応じて個
別にオンライン相談を実
施します。

渡部　稔
生物学・

レポートの書き方
minoru@

Zoom
【URL】

https://zoom.us/j/91583676

709?pwd=TWJJUTZiZ3B3M1

VidFRPSzBPNTgwQT09

【ミーティングID】

915 8367 6709

【パスコード】403310

毎週月曜日
17:00～18:00

附属図書館
（SSS)

毎週月曜日
17:00～18:00

メール、オンラインおよ
び対面で相談を受け付け
ます。オンライン相談で
は左記URL等から入室し
てください。

北岡　和義
イノベーション

科目関連
kitaoka@ 要相談 要相談

まずはメールで相談を受
け付けます。必要に応じ
て個別にオンライン相談
を実施します。

羅　成圭
ウェルネス

総合演習関連
songgyura@ Zoom，Teams等 要相談

研究室
6号館3階 羅教員室

要相談
(在室時は随時

OK)

随時メール相談を受け付
けます。必要に応じてオ
ンラインもしくは対面で
相談しましょう。

研究室
(総)1-2N20

要相談
(在室時は随時

OK)

メールで連絡をいただい
たうえで、希望があれば
Zoomまたは対面での相
談にも応じます。

地域創生・国際交
流会館２階　英語
学習コミュニケー

ションプラザ
（ELCS)

火・木
12:00～13:00

附属図書館
（SSS)

毎週金曜日
17:00～18:00

地域創生・国際交
流会館２階　英語
学習コミュニケー

ションプラザ
（ELCS)

金曜
12:00～13:00

Meagan Kaiser

Academic English・
English for future

teachers・
English Resume /
Abstract Writing

kaisermeaganrenee@ Zoom
by

appointment

Please send an email
with the specifics of
how I can help.

大村　和人
中国語学習・

中国語圏への留学・
中国語圏の文化

oomura.kazuhito@ 要相談 要相談

地域創生・国際交
流会館２階　英語
学習コミュニケー

ションプラザ
（ELCS)

月曜
12:00～13:00

オンライン相談をご希望
の場合は、まずは電子
メールでご連絡くださ
い。

三隅　友子
日本語・語学学習

コミュニケーション
misumi@ Zoom 要相談

地域創生・国際交
流会館２階　英語
学習コミュニケー

ションプラザ
（ELCS)

水曜
12:00～13:00

メール・オンラインどち
らも可能です。相談はも
ちろん、聞いて欲しいこ
とも受け付けます。

モートン　常慈
英語・

異文化コミュニケー
ション

moreton@ Zoom 要相談

教員名 相談受付内容
オンライン相談 対面相談

教員からのメッセージ

事前にメールでご連絡を
いただけば、ご希望によ
りZoom又は対面（研究
室　1号館-1N08）での

相談にも応じます。

内山　八郎
英語学習・

TOEFL・TOEIC
uchiyama.hachiro@ Zoom 要相談

https://forms.office.com/r/7aN4KV3GT0
https://las.tokushima-u.com/language-education-center/consultation-event/
https://forms.office.com/r/7aN4KV3GT0
https://las.tokushima-u.com/
https://las.tokushima-u.com/language-education-center/consultation-event/

R4前期案

		【R4前期　教養教育　学習相談】 ゼンキ キョウヨウ キョウイク ガクシュウソウダン

		教員名 キョウインメイ		相談受付内容 ソウダンウケツケ ナイヨウ		メール相談 ソウダン		オンライン相談 ソウダン				対面相談 タイメン ソウダン				教員からのメッセージ キョウイン

						メールアドレス		受付方法 ウケツケホウホウ		相談対応日時 ソウダン タイオウ ニチジ		相談対応場所 ソウダンタイオウ バショ		相談対応日時 ソウダン タイオウ ニチジ

		齊藤　隆仁		物理学・
レポートの書き方				Zoom
【URL】https://zoom.us/j/96531204783
【ミーティングID】
 965 3120 4783
【パスコード】 LAS		毎週火曜日
18:00～19:00 マイシュウ ヒ		附属図書館
（SSS) フゾク トショカン		毎週月曜日
18:00～19:00 ゲツ		オンライン相談・対面相談を受け付けます。オンライン相談では左記URL等から入室してください。 ソウダン タイメン ソウダン ウ ツ ソウダン サキ トウ ニュウシツ

		大薮　進喜		情報・物理・
数学・宇宙		shinki_oyabu@		Zoom，Teams等		要相談 ヨウソウダン		附属図書館
（SSS) フゾク トショカン		毎週金曜日
18:00～19:00 マイシュウ キンヨウビ		オンライン相談はメールで予約してください。 ソウダン ヨヤク

		南川　慶二		化学・
レポートの書き方		minagawakeiji@		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン		附属図書館
（SSS) フゾク トショカン		毎週火曜日
17:00～18:00 マイシュウ カヨウビ		オンライン相談は，まずはメールで相談を受け付けます。必要に応じて個別にオンライン相談を実施します。 ソウダン

		渡部　稔		生物学・
レポートの書き方		minoru@		Zoom
【URL】
https://zoom.us/j/91583676709?pwd=TWJJUTZiZ3B3M1VidFRPSzBPNTgwQT09
【ミーティングID】
915 8367 6709
【パスコード】403310		毎週月曜日
17:00～18:00 マイシュウ ツキ ヨウビ		附属図書館
（SSS) フゾク トショカン		毎週月曜日
17:00～18:00 マイシュウ ゲツヨウビ		メール、オンラインおよび対面で相談を受け付けます。オンライン相談では左記URL等から入室してください。 タイメン ソウダン ウ ツ ソウダン サキ トウ ニュウシツ

		北岡　和義		イノベーション
科目関連 カモク カンレン		kitaoka@		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン						まずはメールで相談を受け付けます。必要に応じて個別にオンライン相談を実施します。

		羅　成圭		ウェルネス
総合演習関連		songgyura@		Zoom，Teams等		要相談 ヨウソウダン		研究室
6号館3階 羅教員室 ケンキュウシツ  ラ  キョウイｎ  シツ 		要相談
(在室時は随時OK) ヨウソウダン ザイシツジ ズイジ		随時メール相談を受け付けます。必要に応じてオンラインもしくは対面で相談しましょう。 ズイジ  ヒツヨウ  タイメｎ 

		モートン　常慈		英語・
異文化コミュニケーション		moreton@		Zoom		要相談 ヨウソウダン		研究室
(総)1-2N20
 ケンキュウシツ ソウ		要相談
(在室時は随時OK) ヨウソウダン ザイシツジ ズイジ		メールで連絡をいただいたうえで、希望があればZoomまたは対面での相談にも応じます。 タイメン

												地域創生・国際交流会館２階　英語学習コミュニケーションプラザ（ELCS) エイゴ ガクシュウ		火・木
12:00～13:00 カ モク

		内山　八郎		英語学習・
TOEFL・TOEIC		uchiyama.hachiro@		Zoom		要相談 ヨウソウダン		附属図書館
（SSS) フゾク トショカン		毎週金曜日
17:00～18:00 マイシュウ キンヨウビ		事前にメールでご連絡をいただけば、ご希望によりZoom又は対面（研究室　1号館-1N08）での相談にも応じます。 ジゼン マタ タイメン ケンキュウシツ ゴウカン

												地域創生・国際交流会館２階　英語学習コミュニケーションプラザ（ELCS) エイゴ ガクシュウ		金曜
12:00～13:00 キンヨウ

		Meagan Kaiser		Academic English・
English for future teachers・
English Resume / Abstract Writing		kaisermeaganrenee@		Zoom		by appointment						Please send an email with the specifics of how I can help.

		大村　和人		中国語学習・
中国語圏への留学・中国語圏の文化		oomura.kazuhito@		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン		地域創生・国際交流会館２階　英語学習コミュニケーションプラザ（ELCS) エイゴ ガクシュウ		月曜
12:00～13:00 ゲツヨウ		オンライン相談をご希望の場合は、まずは電子メールでご連絡ください。 ソウダン キボウ バアイ デンシ レンラク

		三隅　友子		日本語・語学学習　コミュニケーション ニホンゴ/ ゴガク		misumi@		Zoom		要相談 ヨウソウダン		地域創生・国際交流会館２階　英語学習コミュニケーションプラザ（ELCS) エイゴ ガクシュウ		水曜
12:00～13:00 スイヨウ		メール・オンラインどちらも可能です。相談はもちろん、聞いて欲しいことも受け付けます。 ドチラモ カ  ソウダn キイ ウケ















R3後期(まとめ1012)

		【教養教育　学習相談】 キョウヨウ キョウイク ガクシュウソウダン

		教員名 キョウインメイ		相談受付内容 ソウダンウケツケ ナイヨウ		メール相談 ソウダン		オンライン相談 ソウダン				対面相談 タイメン ソウダン				教員からのメッセージ キョウイン

						メールアドレス		受付方法 ウケツケホウホウ		相談対応日時 ソウダン タイオウ ニチジ		相談対応場所 ソウダンタイオウ バショ		相談対応日時 ソウダン タイオウ ニチジ

		齊藤　隆仁		物理学・
レポートの書き方				Zoom
【URL】https://zoom.us/j/96531204783
【ミーティングID】
 965 3120 4783
【パスコード】 LAS		毎週火曜日
18:00～19:00 マイシュウ ヒ		地域創生・国際交流会館１階　多言語コモンラウンジ チイキソウセイ コクサイコウリュウカイカン カイ タ ゲンゴ		毎週火曜日
18:00～19:00		オンライン相談・対面相談を受け付けます。オンライン相談では左記URL等から入室してください。 ソウダン タイメン ソウダン ウ ツ ソウダン サキ トウ ニュウシツ

		大薮　進喜		情報・物理・
数学・宇宙		shinki_oyabu@		Zoom，Teams等		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン		まずはメールで予約してください。 ヨヤク

		南川　慶二		化学・
レポートの書き方		minagawakeiji@		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン						まずはメールで相談を受け付けます。必要に応じて個別にオンライン相談を実施します。

		渡部　稔		生物学・
レポートの書き方		minoru@		Zoom
【URL】
https://zoom.us/j/96588862080?pwd=aHJja0tJWW5qWVlZd1RsQXlCaXYvdz09
【ミーティングID】
 965 8886 2080
【パスコード】899230		毎週月曜日
18:00～19:00 マイシュウ ツキ ヨウビ		地域創生・国際交流会館１階　多言語コモンラウンジ チイキソウセイ コクサイコウリュウカイカン カイ タ ゲンゴ		毎週月曜日
18:00～19:00 ツキ		メール、オンラインおよび対面で相談を受け付けます。オンライン相談では左記URL等から入室してください。 タイメン ソウダン ウ ツ ソウダン サキ トウ ニュウシツ

		北岡　和義		イノベーション
科目関連 カモク カンレン		kitaoka@		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン						まずはメールで相談を受け付けます。必要に応じて個別にオンライン相談を実施します。

		羅　成圭		ウェルネス
総合演習関連		songgyura@		Zoom，Teams等		要相談 ヨウソウダン						まずはメールで相談を受け付けます。必要に応じて個別にオンライン相談を実施します。

		モートン　常慈		英語・
異文化コミュニケーション		moreton@		Zoom		要相談 ヨウソウダン		研究室
(総)1-2N20 ケンキュウシツ ソウ		要相談
(在室時は随時OK) ヨウソウダン ザイシツジ ズイジ		メールで連絡をいただいたうえで、希望があればZoomまたは対面での相談にも応じます。 タイメン

		内山　八郎		英語学習・
TOEFL・TOEIC		uchiyama.hachiro@		Zoom		要相談 ヨウソウダン						メールで連絡をいただいたうえで、希望があればZoomでの相談にも応じます。

		Meagan Kaiser		Academic English・
English for future teachers・
English Resume / Abstract Writing		kaisermeaganrenee@		Zoom		by appointment						Please send an email with the specifics of how I can help.

		大村　和人		中国語学習・
中国語圏への留学・中国語圏の文化		oomura.kazuhito@		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン						まずはメールで相談を受け付けます。必要に応じて個別にオンライン相談を実施します。

		三隅　友子		日本語・語学学習　コミュニケーション ニホンゴ/ ゴガク		misumi@		Zoom		要相談 ヨウソウダン						メール・オンラインどちらも可能です。相談はもちろん、聞いて欲しいことも受け付けます。 ドチラモ カ  ソウダn キイ ウケ













R3後期(様式)

		【教養教育院　学習相談】 キョウヨウ キョウイクイン ガクシュウソウダン

		教員名 キョウインメイ		相談受付内容 ソウダンウケツケ ナイヨウ		メール相談 ソウダン		オンライン相談 ソウダン				対面相談 タイメン ソウダン				教員からのメッセージ キョウイン

						メールアドレス		受付方法 ウケツケホウホウ		相談対応日時 ソウダン タイオウ ニチジ		相談対応場所 ソウダンタイオウ バショ		相談対応日時 ソウダン タイオウ ニチジ

		齊藤　隆仁		物理学・
レポートの書き方				Zoom
【URL】https://zoom.us/j/96531204783
【ミーティングID】
 965 3120 4783
【パスコード】
 LAS		毎週月曜日
17:30～18:30 マイシュウ						オンライン相談のみ受け付けます。
左記URL等から入室してください。 ソウダン ウ ツ サキ トウ ニュウシツ

		大薮　進喜		情報・物理・
数学・宇宙		shinki_oyabu@		Zoom，Teams等		要相談 ヨウソウダン						まずはメールで予約してください。 ヨヤク

		南川　慶二		化学・
レポートの書き方		minagawakeiji@		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン						まずはメールで相談を受け付けます。必要に応じて個別にオンライン相談を実施します。

		渡部　稔		生物学・
レポートの書き方		minoru@		Zoom
【URL】https://zoom.us/j/99429745322?pwd=REVHY09JUzJvdUVYSHBkYVpvVjJodz09
【ミーティングID】
 994 2974 5322
【パスコード】 749390		毎週火曜日
17:00～18:00 マイシュウ カ ビ						メール・オンラインどちらも受け付けます。
オンラインの場合は左記URLから入室してください。

		羅　成圭		ウェルネス
総合演習関連		songgyura@		要相談 ヨウソウダン		要相談 ヨウソウダン						まずはメールで相談を受け付けます。必要に応じて個別にオンライン相談を実施します。

		モートン　常慈		英語・
異文化コミュニケーション		moreton@		Zoom		要相談 ヨウソウダン						メールで連絡をいただいたうえで、希望があればZoomでの相談にも応じます。

		内山　八郎		英語学習・
TOEFL・TOEIC		uchiyama.hachiro@		Zoom		要相談 ヨウソウダン						メールで連絡をいただいたうえで、希望があればZoomでの相談にも応じます。

		Meagan Kaiser		Academic English・
English for future teachers・
English Resume / Abstract Writing		kaisermeaganrenee@		Zoom		by appointment						Please send an email with the specifics of how I can help.

		三隅　友子

		岩田　貴

		古屋　玲

		大村　和人

		北岡　和義

		勢井　宏義
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