
区分 質   問 回   答

総合科学部でしか学べないことはなんですか？
総合科学部の魅力を一言で表すとすると何ですか。

総合科学部には人文・社会・人間科学の幅広い専門分野の教員がおり，多様な学問領域を
横断した「立体的・総合的な学び」ができることが大きな特色となっています。
例えば，スポーツ科学と心理学をあわせて学ぶ，アートとまちづくりをあわせて学ぶと
いった形で，多面的な知識と柔軟な発想により，複雑化する社会課題に対応する力を身に
付けることができます。

徳島大学でしかできないことはありますか？
徳島というフィールドを活かした地域研究は大変面白いです。
また，徳島県は課題解決先進県であり，過疎高齢化をはじめ様々な社会課題があり，その
課題に対して問題解決的な学びをするのに適した場所です。

男女比率はどちらが多いですかね？ 男女比は年度によって違いますが，おおよそ２：３です。

徳島大学での一日のスケジュールを教えてもらいたいです。

1例として紹介します。
　 0:00～ 6:00　就寝
　 6:00～ 8:40　準備
　 8:40～16:20　学校
　16:20～19:00　課題
　19:00～21:00　部活
　21:00～24:00　自由
なお，徳島大学新入生歓迎交流委員会が作成した冊子「2022年度　清流」の「大学生の1
日の生活！」より引用しております。

学生の雰囲気はどのような感じなのでしょうか？
国立大学は学生数が比較的少ないので，少し歩くと知り合いと顔を合わせことができ，
アットホームな雰囲気です。

学生と先生の距離感はどうですか？
学生は1学年約80名，教員は約60名で，ゼミでも教員1名あたり学生3～5名程度となってお
り，気軽に教員へコンタクトしやすい環境です。

総合科学部の他コース内での授業や活動などでの交流はありますか。 2年次以降でも他コースの授業を履修することはよくあります。

他の学部との交流はありますか？
1年次は他学部生も一般教養で同じ授業を受講することになり，グループディスカッショ
ン等を行う機会もあり，授業外での繋がりもできることがあります。
また，サークル等でも他学部生と交流があります。

四国の国立大学との交流はありますか？
サークルでは四国地区の大会等で交流はあります。
授業に関しては，選択したゼミによっては関わる機会もあると思います。

学校行事はどういったものがありますか？
大学の年間行事は以下アドレスからご確認ください。
【学年暦】
https://www.tokushima-u.ac.jp/campus/calendar/index.html

実際に今後徳島大学を訪れることはできますか？
キャンパス内への出入りは自由ですが，夏期休業中ですので，入構できない施設もありま
すので，ご承知おきください。

高校生でも参加できる市民講座などはありますか？

総合科学部としては，総合科学部公開セミナーを開講しております。
【総合科学部市民講座】
https://www.tokushima-u.ac.jp/ias/docs/39908.html

徳島大学としては，高校生対象公開講座「高校生のための授業・実験講座(T-LECS)」など
を開講しております。
【徳島大学公開講座】
https://www.tokushima-u.ac.jp/exchange/lifelong_learning/koukai.html
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コロナの感染対策はどのようなことをしていますか。
常時マスク着用，建物入口に非接触体温測定器設置，教室入口に消毒用アルコール設置，
教室換気，教室内の座席間前後左右１ｍ以上確保などの対策を取っております。

徳島大学では南海トラフに対する対策は何かされているのですか？
常三島キャンパス内の複数の建物が津波避難場所にしてされており，非常食等の備蓄も
行っているほか，定期的な訓練も実施しています。

入学したてでも学内に駐車できますか？
原則として，学生は学内駐車場を使用できません。特別な事情がある場合はご相談くださ
い。

高校卒業後社会人2年目の者ですが，社会総合科学科の活動実績重視型推薦にお
いて，社会に出てからの活動実績も推薦要件に含まれますか？

社会人でも活動実績重視型に受験することは可能です。
ただし，高等学校の推薦が必要になりますので，事前に出身高等学校に相談してくださ
い。

ｊｒｃ部での徳島の地域活性の取り組みは学校推薦型選抜に生かせるのでしょ
うか？

行っている取り組みが，自分自身や第3者から客観的に見て判断してください。

学校推薦Iの活動実積重視型の指定調査書の志望理由等はどのくらいの文字数を
書けばいいですか？

A4の1ページで記入する枠が決まっているので，その枠内で記入してください。

学校推薦型Ⅰの活動実績重視型では欠席，遅刻などはどのくらいマイナス評価
になりますか？

まず高等学校から推薦いただけるかを高等学校に相談してください。

活動重視型の推薦の小論文は日本語ですか？ 活動実績重視型も英語能力重視型も小論文は日本語です。

活動重視型の推薦はどこの学科に入れますか？ 4コースすべて選択可能です。

「英語能力重視型で合格した場合に」2年次進級時に優先的に国際教養コースに
所属できるとありますが，ほかのコースに変更しても大丈夫ですか

英語能力重視型で合格した場合，国際教養コースに所属することが前提になっているた
め，国際教養コース以外を検討している場合は，英語能力重視型以外での受験を検討して
ください。

英語能力重視型で受験する際，面接で先生方が重視しているのはどんなことで
すか？(語彙力や内容，意欲や将来性など)

入学者選抜要項からアドミッションポリシーを確認してください。
【入学者選抜要項】
https://www.tokushima-u.ac.jp/admission/admission/senbatsuyoko.html

活動実績重視型で英語のスピーチはありますか？
英語能力重視型ではありますが，活動実績重視型ではありません。
活動実績重視型の選抜方法は，書類審査，小論文，集団面接です。英語実績重視型の選抜
方法は，書類審査，小論文（日本語），個人面接（英語によるスピーチ含む）です。

他の国公立大学の推薦を受けて不合格になった場合，本校の推薦Ⅱを出願する
ことは可能ですか

日程的に出願できるのであれば可能です。

学校推薦II型の共通テストのボーダーはどの程度ですか？
入学者選抜要項において，大学入学共通テストの成績が全国平均点（大学入試センターが
発表する各科目の平均点の合計点）程度に達しない場合は，合格者となり得えない旨記載
されております。

学校推薦型選抜Iの活動実績重視型で受験をして，もし不合格だった場合，一般
選抜で受験をすることってできますか。

推薦選抜で不合格になってから一般選抜を受験することは可能です。

一般選抜の前期試験では面接や小論文は課されますか。 個別学力検査等について，前期試験は国語と英語で，後期試験は小論文です。

共通テストの数学2科目選択は数Ⅰと数ⅠAの2科目を選択することは可能です
か？

できません。
数学Ⅰと数学Ⅰ・Aから１科目，数学Ⅱ，数学Ⅱ・B，簿記，情報から１科目を選択する必
要があります。

入試の社会は２科目必要とありますが，理系を選択した場合受験は難しいです
か。

受験科目の条件を満たせば可能です。

総合科学部に行くためには文理選択で文系を選択した方がよいですか？

現行の一般選抜試験では，大学入学共通テストで地歴・公民から2科目を選択する必要が
あります。
在学校で文系と理系を選択した場合，授業科目が違ってきますので，確認した上で判断し
てください。

総合科学部全般
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1年次には，具体的にどのような授業が受けられますか？
4コースの基礎的な内容を学ぶ「総合科学の基礎」，語学・情報系などの一般教養科目を
受講することになります。

時間割を組む際，1年生のうちから，何も授業を入れない日を作ることは出来ま
すか？

可能ではありますが，1年次はできるだけ多くの授業を履修した方が2年次以降に繋がりま
す。

2年生でコース選択となるようですが，その後，コースをまたいで授業を受けた
りはできるのですか？

所属外コースの授業を受講することは可能です。
例えば，地域創生コースに所属し，就職は公務員を希望する場合，公共政策コースの法律
や経済に関する授業を多く受講することがあります。

総合科学実践プロジェクトって行っていますか？
現状では、数種類のプロジェクトの中から選択して受講するかたちになっています。昨年
度の事例としては、お墓をテーマにお寺や葬儀社に話を伺うといったフィールドワークを
取り入れたプロジェクトもありました。

課外学習はあるんですか？

大学外でたくさんの学びがあります。
地域創生コースの場合，フィールドワークに出る機会が多いです。
国際教養コースの場合，「総合科学実践演習」で海外に行ってその国の文化を学びます。
また，COC+R（とくしま創生人材・企業共創プログラム）では，徳島の企業と学生が課題
解決に取り組んだりもしています。

講義型やグループディスカッションなど生徒主体の物など，授業の形式はどの
ようなものが多いですか？

１年次は100名程度の講義形式の授業が多いです。3年次ではグループディスカッションの
授業が多くなります。
また，学外へフィールドワークに出る機会もあります。

現在のオンラインと対面授業の割合はどれくらいですか？
前期は半分以上の授業は対面で行っておりますが，コロナの感染状況により，オンライン
授業も併用しております。

カリキュラム内容についてもう少し詳しく知りたい。（どんな授業があるのか
具体的に）

シラバスを検索してみてください。
【シラバス】
https://www.tokushima-u.ac.jp/campus/syllabuslink/index.html

私は将来ライターになりたいのですが，それを叶えるための勉強はこの学部で
出来ますか？また，4つのコースどれを取れば良いでしょうか。徳島の地域のイ
ベントに関する記事や，企業に関する記事，徳島だけじゃなく世界の社会問題
についての記事が書きたいです。

徳島の地域のイベントに関する記事や，企業に関する記事，徳島だけじゃなく世界の社会
問題についての記事が書きたいとのことですが，地域創生コースや公共政策コース，国際
教養コースで関連知識を深められるのではないでしょうか。
ただし，総合科学部はライターを養成する学部ではございませんのでご承知おきくださ
い。

将来英語を使った仕事につきたいのですが，国際教養コースは英語を話せるよ
うになりますか？

言語の学びについて体系的なカリキュラムを用意しておりますので，しっかり学べば結果
はついてきます。

第二外国語では何が学べますか
ドイツ語，フランス語，中国語を選択できます。
第二外国語は英語以外の語学を学び直すことで，外国語とどう向き合うのか，違う言語を
話す人たちと向き合う基本的姿勢を学ぶことに意義があります。

２年生では心身健康コースを選択したいのですが，受験勉強以外に何か高校の
うちに学んでおいたほうがいいことはありますか

勉強だけでなく，今やっている部活などに全力で取り組んでください。

質問です。2年次に心身健康コース以外のコースに進むと，公認心理師の受験資
格に必要な科目は履修できませんか？

科目自体を履修することは可能ですが，各コースに必要な単位があり，必要授業が増えて
しまうことや，年度によっては科目の開講時間が重なる可能性もあります。正確な把握に
は各年度で学務係に確認してもらうことをお勧めしますが，心身健康コース以外で公認心
理師科目をとるのはあまり現実的ではないかと思われます。

心身健康コースでスポーツマネジメントは学べますか
スポーツ経営学，スポーツ社会学，コーチング，マーケティングなどが学べます。
また，運動指導者に関する資格を取得につながる授業もあります。

心身健康では，実際にカウンセラーのような活動もするのですか？
学部の実習は見学実習が主で，大学院の実習は実際にカウンセリングを行うこともありま
す。

授業
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スポーツ心理学やスポーツ社会学などのスポーツ関係の学問を学びたいと考え
ているのですが，運動神経は関係ありませんか？

スポーツ関連の学問を学ぶために運動神経は特段関係ありません。

フィールドワークは具体的に教えていただきたいです。
地域活性化を目指したイベントや，自転車ツーリズムの研究の他，アフリカやヨーロッパ
等での農業・酪農をテーマとした調査研究等，様々な活動を行っています。

地域創生のフィールドワークでは徳島県内と比較するために他県のフィールド
ワークなどはありますか？

妖怪文化による町づくりのために三好市山城町と島根県境港市を，山茶の研究のために四
国四県を比較するなどのフィールドワークを行った事例があります。

地域創生コースについて，実習(フィールドワーク)について１回生から4回生ま
での流れを詳しく教えて頂きたいです。何年生の時は週に何回あるのかや，ど
ういう内容か，何人で行うのかなどが知りたいです。
また，経済学，経営学的な内容は学べるのかも教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

1年次は，一般教養を受講することが多く，「フィールドワーク入門」で座学で学ぶ機会
があり，フィールドワークを希望する場合は教員へ相談することも可能です。
2年次は，「地域調査演習」を履修するとフィールドワークに行く機会があります。
3・4年次は，ゼミでフィールドワークに行くことになります。
フィールドワークに行く頻度や人数は，授業やゼミによって大きく異なります。
フィールドワークを希望する場合は，1年次の段階から積極的に興味のある分野の先生に
相談すると，個別に対応してもらえる場合があります。
また，経済学や経営学は，公共政策コースの授業を受講することができます。

にし阿波の傾斜地農耕システムについて昨年調査をした経験がありますが総合
科学部では地域創生についてどのような研究をしていますか。

サイクルツーリズム，アート関係，福祉社会学や考古学など様々な研究を行っておりま
す。

藍や上勝町，上勝町の晩茶について研究しているのですが，商品開発などを行
うこともできるのでしょうか？

番茶と乳酸菌を成層圏に打ち上げ発酵させて，「成層圏晩茶」を作って商品開発をしてい
ます。
パッケージデザインやマーケティングを学生といっしょに考えて商品開発を行っておりま
す。
また，単純に晩茶の研究するのではなく，晩茶がどうやって微生物を使って発酵するのか
という総合科学について商品開発を通じて学ぶことができるのが総合科学部の魅力です。

地域創生のサイクルツーリズムではどの様な場所に行ったりどのくらいの距離
を走ったりしますでしょうか？

サイクルツーリズムを行っている矢部先生のYouTubeをご覧ください。
【やべちゃんねる】
https://www.youtube.com/channel/UC44_gbI8j0mvrx2bwzDbrQQ

①留学の期間は自分で選べますか？
②どこの国に行けるのですか？また，それは選べますか？
③留学の際の補助金の制度があれば知りたいです。

①②留学先，留学期間，留学先は自分で選べます。
③給付型の奨学金として，徳島大学のアスパイア奨学金（欧米で月額６万円，アジアで月
額４万円）や日本学生支援機構のJASSO奨学金（欧米で月額８万円，その他地域で月額６
万円）

詳細は「国際交流の全て」をご確認ください。
【国際交流の全て】
http://www.souka-international-tokushima-u.net/app/wp-
content/uploads/2022/04/feb0ef87c7d70988dd9ec47afb931e32.pdf

留学の奨学金は生活費も支給されますか 奨学金は学費，交通費，生活費などを含めて支給されております。

アスパイア奨学金と利点はありますか？
短期・長期留学をする学生に，貸与でなく給付される奨学金で，場合によっては経費の半
分程度をまかなえることもあります。

留学

授業
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留学する条件はあったりしますか？

長期海外留学の場合，TOEIC 500 点以上 TOEFL 470 点以上，GPA（総合科学部GPA2.6以
上）などの条件があります。
詳細は「国際交流のすべ全て」をご確認ください。
【国際交流の全て】
http://www.souka-international-tokushima-u.net/app/wp-
content/uploads/2022/04/feb0ef87c7d70988dd9ec47afb931e32.pdf

１年生の時点で留学している人はどれくらいいますか
春休み期間中に，授業の「総合科学実践演習J」で約20カプログラムにより約30名が短期
留学していました。
その経験を踏まえて長期留学をされる方もいます。

国際教養コース以外でも留学はすることは可能ですか 国際教養コース以外でも短期・長期留学は可能です。

今までに南米に留学した生徒はいますか？またスペイン語を学びたいのですが
徳島大学でも学ぶことはできますか？独学も考えています。

アメリカの大学に長期留学してスペイン語を学んだ学生はいました。
また，短期留学でスペインの大学を選択することも可能です。

留学生の方と接する機会をどのくらい得ることができますか？

総合科学部に姉妹校・協定校から多くの留学生が来ており，机を並べて授業を受ける機会
があります。
また，留学生と日本人学生が交流する場所として，「カルチャーラウンジ」が設けられて
おります。

公務員対策はあるのですか？ 有志での講習会，生協による公務員対策講座があります。

地方公務員になるにはどのコースを専攻するのが良いですか。
どのコースでも可能ですが，公共政策コースでは法律や経済に関する授業が多く，公務員
試験の科目と共通点が多いです。

公共政策コースでは，公務員試験対策をいつぐらいからしてもらえるのです
か？

授業の中での公務員試験対策は行っておりません。
早い人は2年次から生協などの公務試験対策を受講したり，各自で対策を立てておりま
す。

国際教養コースへ進んだ方の主な就職先はどこですか？
JRなどの企業や英語や国語の教員になる方が多いです。
また，変わったところでは，JICAを通じてアメリカで英語を教えてから日本に戻り英語教
師になった方もいます。

卒業後の進路で企業へ就職する人どれくらいいますか。また，就職先にはどの
ような企業がありますか。

卒業者の内，企業への就職者は約6割です。それ以外の進路は大学院等への進学や公務員
等となっております。
【総合科学部HP（下段「確かな実績→就職率と職種」）】
https://www.tokushima-u.ac.jp/ias/

調べた時に就職先阿波銀行とあったのですが，どこのコースでなれますか？ 令和4年3月卒業者について，4コースすべてから阿波銀行へ就職された方がおります。

卒業生に福祉系の仕事をしている人はいますか？
福祉に関する授業はありますか？

福祉関係への就職者は，毎年複数名います。
「福祉社会論」，「福祉心理学」などの授業があります。

COC+R事業は何年生から参加できますか？徳島大学ではこの事業が活発ですか？
１年から参加でき，就職のサポートもするため4年まで関わります。
このプログラムは始まって2年目で，これから新しい取り組みを行って行きますので，み
なさんが入学される頃にはさらに充実したプログラムになっています。

徳島が大好きな者です！COC+Rや普段の課外活動などで，今まで徳島大学さんが
徳島の企業の方々と行ったプロジェクトにはどんなものがありましたか？

企業と連携して，企業の取り組んでいる問題解決に取り組むインターンシップなどを行っ
ています。

留学

就職

COC+R（とくしま
創生人材・企業共
創プログラム）



区分 質   問 回   答

総合科学部に入学して，高等学校の教員免許を取りたいと思っています。免許
を取るためのサポートなどはありますか？

まず，4月の新入生オリエンテーションにて，教員免許状の取得についての説明を行い，1
年次10月に「教員免許状取得希望者に対する説明会」で教職課程のスケジュール，単位修
得についての説明等を行います。
また，教員採用試験の受審や今後の進路（教員，公務員，企業で迷っているなど）相談
等，個別の相談がある場合は，本学教職教育センター教員が個別面談を行いサポートしま
す。
上記10月の説明会以降，教員免許状取得希望学生は，4年間の教職課程の学びの履歴とな
る『教職キャリアノート』に学びを記録し，半期毎に提出します。
履修状況や学びの状況を確認し，必要があれば教職教育センター教員が面談を行い，個別
にサポートしています。
また，2年次以降も，教員免許状取得に関わる「教育実習」の受講説明会等，各種説明会
や講習会を開催し，4年次までサポートします。

教員実習はありますか？ 4年次の春から秋にかけて，約2～3週間にわたって中学校や高校で実習を行っています。

心身健康コースで心理に進んだ場合，国語などの各教科の中(または高)学教員
免許の取得はできますか？

心身健康コースで心理に進んだ場合で，国語の教員免許を取得することは制度上は可能で
すが，心理と教職免許の必修科目が授業の時間割上重複するなどが考えられますので，4
年で卒業することができない場合も十分にあり得ます。

取得できる国家資格や資格はどのようなものがありますか。
中学校・高等学校の教員免許や学芸員等の資格が取得できます。
【総合科学部HP（中段「将来に生きる資格→取得可能資格一覧」）】
https://www.tokushima-u.ac.jp/ias/

公認心理師を目指す学生は具体的にどのような学習をしますか？
国家資格の場合，国から示された基準や範囲に対応したテキストで学習する効果的で，大
学の授業も受験対策に繋がります。

地域創生と同時に，福祉に興味があり社会福祉主事の資格を取りたいと思って
いるのですが，講義を受けて取得する形ですか。また，福祉に関する課外活動
はありますか。

社会福祉主事は，「社会福祉法第１９条」に規定されている「任用資格」で，福祉事務所
現業員として任用される者に要求される資格（任用資格）であり，社会福祉施設職員等の
資格に準用されています。「任用 資格」とは，社会福祉主事として採用されて始めて
「社会福祉主事」と名乗れるということを意味します。 任用資格を取得するためには，
大学在学中に，社会福祉主事任用資格指定科目の内，３科目以上 を受講する必要があり
ます。
詳細は，「履修の手引（総合科学部）」（P114・115）をご確認ください。
【履修の手引（総合科学部）】
https://www.tokushima-u.ac.jp/fs/3/7/3/3/2/9/_/r4gakubutebikihp.pdf

また，福祉に関連した課外活動としては，ホスピタルアートクラブや学生ボランティア部
などがあります。
【徳島大学ホスピタルアートクラブ】
https://twitter.com/tokudaihac
【徳島大学学生ボランティア部】
https://twitter.com/tokubora

サークルは何がありますか。

大学公認の課外活動（サークル）団体は，「学生生活の手引」（P44・45）をご確認くだ
さい。
【学生生活の手引】
https://www.tokushima-u.ac.jp/campus/faq/guide.html

サークル活動で人気のサークルはどこですか？
徳島は海が近く，ヨット部，潜水部，サーフィン部などがあります。
運動部で人気なのはラクロス部で強豪です。
様々なサークルがあるので，入学してから自分に合うものを探してみてください。

サークル

教職

資格



区分 質   問 回   答

阿波踊りの連はありますか。また，あればどのような活動をしていますか。
各学部・学部横断の学生連は複数あります。
阿波踊りの開催時期が近づくにつれて，キャンパス内で熱心に練習しています。

サークルは掛け持ちOKですか？ 一般的にはサークルの掛け持ちは可能です。

アルバイト アルバイトをしている人は多いですか？
徳島大学の「学生生活実態調査」によると，約6割の学生がアルバイトをしております。
また，複数のアルバイトを掛け持ちしている学生もいます。

学食 食堂のメニューで一番おいしいメニューは何ですか
とりポン唐揚げ，台湾まぜそば，サーモンユッケ丼などがお薦めです。
ちなみに，徳島大学生協の食堂は，四国国立4大学の中でメニューが豊富でおいしいとい
う評判です。

学生寮 学生寮の浴室は共同ですか。

浴室は共同です。
学生寮の詳細は，以下から確認してください。
【学生寮】
https://www.tokushima-u.ac.jp/campus/welfare/

サークル


