
 

自習用教材の利用について 

 

 日本語教育センターでは、みなさまの日本語の勉強に少しでも役に立つように、日本

語の自習用教材を駿河台キャンパスの国際交流ラウンジに設置しました。自習用教材の

利用において、下記の点にご注意ください。 

 

駿河台キャンパスについて 

 【利用場所】 駿河台キャンパスの国際交流ラウンジ ラウンジ打ち合わせ室１ 

（グローバルフロント２Ｆ） 

 【開室時間】 9：00～17：00（月～金）・8：30～12：00（土） 

 【利用方法】 閲覧・貸出（貸出の際は手続きが必要です） 

 【貸出手続】 国際教育事務室にて受付けます。学生証提示の上、「自習用教材貸出

簿」に記入してください。 

 【貸出期間】 ２週間（厳守） 

 【貸出冊数】 １回３冊まで 

 【返却方法】 国際教育事務室に返却してください。 

 

和泉・生田キャンパスについて 

 【利用場所】 和泉・生田キャンパスの国際教育事務室 

 【開室時間】 9：00～17：00（月～金） 

 【利用方法】 貸出（貸出の際は手続きが必要です） 

 【貸出手続】 国際教育事務室にて受付けます。学生証提示の上、「自習用教材貸出

簿」に記入してください。 

        （貸出の申請をしてから、手元に届くまで多少日数が必要です。後日、

受取日を連絡するので、申込みをした国際教育事務室で受け取ってく

ださい。） 

 【貸出期間】 ２週間（厳守） 

 【貸出冊数】 １回３冊まで 

 【返却方法】 申込みをした国際教育事務室に返却してください。 

 

※ みなさまへのお願い 

 自習用教材を利用する際は、線を引いたり、落書きしたり、汚したりせず、きれ

いに利用してください。また、他の学生の迷惑にならないように、２週間の返却時

間を必ず守ってください。 

 何か不明な点があれば、国際教育事務室までお問い合わせください。 

 

                          日本語教育センター  



Self -Learning Japanese Materials 

 

Japanese Education Center set up the self-learning Japanese materials in 

International Lounge at Surugadai campus for supporting your learning Japanese. 

Please note the following contents.   

 

Surugadai campus 

【Place】       International Lounge, lounge meeting room 1 at Surugadai campus. 

                (Global Front 2F)  

【Open hour】   Mon-Fri. 9:00 – 17:00 / Sat. 8:30 – 12:00 

【Method to use】BROWSING AND LENDING (Need the procedure when lending.) 

【procedure】    A reception desk is at International Student Office. 

                *Please present your student ID card and fill out a “Lending book  

(自習用教材貸出簿)”. 

【Loan period】  for 2 weeks (Strict observance) 

【Rental number of books】3 books a once 

【Method to return】Please bring the book at International Student Office. 

 

Izumi / Ikuta campus 

【Place】       International Student Office  

【Open hour】   Mon – Fri:  9:00 – 17:00 

【Method to use】LENDING (Need the procedure when lending.) 

【procedure】    A reception desk is at International Student Office. 

                *Please show your student ID card and fill out a “Lending book  

(自習用教材貸出簿)”. 

                *It takes for few days to receive a book after applying. We inform you 

later, please visit International student Office (where you applied) to 

receive a book.   

【Loan period】  for 2 weeks (Strict observance) 

【Rental number of books】3 books a once 

【Method to return】Please bring the book at International Student Office where you applied. 

 

 

 

 

 

 

Please contact International Student Office, if you have any question. 

                                        

 International Education Center 

<Notice> 

   When you use self -Learning Japanese material, please keep clean and do 

not draw a line, to scribble, to soil. Please adhere rigidly to return time of 2 

weeks not to be a nuisance to other students. 


