
中央図書館 MON TUE WED THU FRI

2限

2F
プレゼン・エリア

11：00-11:45
ライティング・
センター
☆予約制

11：00-11:45
基本的英文法講座

Ⅰ
☆ 登録制

3F 第4・第5

グループ学習室

11：00-11：55
TOEIC

(準中級）
☆登録制

お昼

2F
プレゼン・エリア

他

12：00-12:45
ライティング・
センター
☆予約制

12：00-12：45
データorライティング
どちらでもOK
☆予約制

11：55-12:40
基本的英文法講座

Ⅱ
☆ 登録制

12：00-12：40
英単語集中マスター

☆登録制

3F 第４
グループ学習室 12：00-12：30

楽しい
リスニング学習
☆ 登録制

12:00 -12:45
データサイエンス

センター
☆予約制

３F 第５
グループ学習室

11:50-12:40
ドイツ語チャット

総合教育研究棟
A棟3階

11:50-12:50
ロシア語チャット

A-300アーカイブ室

2Ｆ
FL-SALC内

英語学習アドバイジング＆チュートリアル
①12：00-12：30 ②12：30-13：00

※予約制

2F
丸テーブル

12：00 -12：45
英語チャット Level 1（TOEIC 470未満）

2F
少人数ブース

12:00 – 12:45
英語チャット Level 2 （TOEIC 470～650）

12:00 -12:45
英語チャット Level 3 （TOEIC 650以上）

5限

3F 第4・5

グループ学習室

16:30-17:30
フランス語チャット

2Ｆ
丸テーブル席

16:30-17:15
英語チャット
Level 2と3

16:25-17:55
ドイツ語チャット

16:30-17:15
英語チャット
Level 2と3

16:30-17:15
英語チャット
Level 2と3

FL-SALC
Foreign Language Self-Access 

Learning Center

Weekly Schedule
Term 1 (5/7～6/3) &  Term 2 (6/12 ～7/30) , 2019

最新のスケジュールはツイッターなどで配信します。チェックしましょう
♪ ■Facebook■Twitter ◆英語学習アドバイジング予約状況

FL-SALCデスク
（月～金 10:00-15:00）

中央図書館B棟・ラーニング・コモンズ2階
Tel：025-262-6372（10～13時） 6308（15～17時）

E-mail → flsalc2@mail.cc.niigata-u.ac.jp



月

楽しいリスニ
ング学習
ハドリー 浩美

先生

登録制、
定員10名

毎週30分間、簡単な指示に従って、実際に手を動
かして絵を書いたり、計算をしたりしながら、英
語の音声に慣れましょう。学部生・院生を問わず、
リスニングに苦手意識をもっている人、しばらく
英語に触れていなかった人などの参加をお待ちし
ています。※テキスト（1000円程度）を事前に
購入してください。詳細は登録者あてに通知しま
す。

木
基本的英文法

講座 Ⅰ
秋 孝道先生

定員なし、登録
制 （ただし、登
録は随時可能。３
回連続で無断欠席
の場合は、登録抹

消。）

英文法の復習をしたい学生さん向けの講座です。
高等学校までで学んだ基本的英文法の内容を扱い
ます。（基本的英文法講座Ⅱとの内容重複はあり
ません）。使用する教科書は、江川泰一朗著『英
文法解説』（改訂三版、金子書房）です。なお、
教科書はまだ購入しないで下さい。

木 基本的英文法
講座 Ⅱ
秋 孝道先生

定員なし、登録
制 （ただし、登
録は随時可能。３
回連続で無断欠席
の場合は、登録抹

消。）

英文法の復習をしたい学生さん向けの講座です。
高等学校までで学んだ基本的英文法の内容を扱い
ます。（基本的英文法講座Ⅰとの内容重複はあり
ません）。使用する教科書は、江川泰一朗著『英
文法解説』（改訂三版、金子書房）です。なお、
教科書はまだ購入しないで下さい。

金
TOEIC

(準中級）
奥村 圭子先生

登録制、

定員12名

毎回、TOEICによく出るシチュエーションごとの
頻出語句を確認し、問題を解きながら定着させて
いきます。問題を使ったトレーニングをすること
で、知識だけでなくスキルも高めていきましょう。
（TOEIC500点台を目指す方を対象とします。）

金
目指せ！英単
語集中マス
ター
平野 幸彦先生

登録制、定員な
し

英語の基本単語集の先駆けである。
GSL(GeneralServiceList)と
AWL(AcademicWordList)を現代の英語ユーザー
向けにアレンジしたもの2323語をパソコンでの
タイピングにより答えるクイズ形式で学習します。
これをマスターすることにより、英語で用いられ
ている単語のおよそ90％を身につけることができ
ます。

ＦＬ－ＳＡＬＣ
Study Groups

Information

Term1(５/7-6/3) Term2 (6/12-7/30)

登録制の申込先：flsalc2@mail.cc.niigata-u.ac.jp

（希望のStudy Groupsの名称、名前、学籍番号）
※2つまで申し込めます。ターム１のみ受講可。先着順。4/26まで。

登録者
募集！

FL-SALCデスク
（月～金 10:00-15:00）

中央図書館B棟・ラーニング・コモンズ2階
Tel：025-262-6372（10～13時） 6308（15～17時）

E-mail → flsalc2@mail.cc.niigata-u.ac.jp

https://twitter.com/fl_salc

https://facebook.com/flsalcniigatauniversity/

◆英語学習アドバイジング予約状況◆Twitter

◆Facebook

http://www.iess.niigata-u.ac.jp/esc/reservation2019.html

mailto:flsalc2@mail.cc.niigata-u.ac.jp


ＦＬ－ＳＡＬＣ Information

留学生と会話！

★英語チャット Term 1: 5月13日スタート！

★ドイツ語チャット ★フランス語チャット

★中国語チャット★ロシア語チャット

★朝鮮語チャット

Lunchtime チャット 毎日12:00-12:45

Level 1＝TOEIC470未満
Level 2＝TOEIC470～650
Level 3＝TOEIC650以上

お昼休みは
レベル別

Evening チャット 月・木・金16:30-17:15
Levels 2&3 mixed

Term 1(５/13-6/3) Term 2 (6/12-7/30)

※チャット参加者の声

・話す機会になったし、英会話を聞く機会になり
抵抗がなくなりました

『日本語でもドイツ語でも良いので、ドイツ語を母語とす
る留学生達と交流しましょう。ドイツ語やドイツ語文化圏
に興味のある人なら誰でもウエルカムです！レベル分けは
していません。』

『フランスからの留学生とフランス語や日本語でお
しゃべりをしながら、フランス語の単語や表現を楽し
く身につけましょう。レベルは問いません。』

『お昼を食べながらロシアからの留学生と楽しくロシア
語会話を楽しみましょう♪ ロシアに興味のある方なら
誰でも参加OKです。初級レベル対象です。』

『みなさんと同年齢の中国や台湾からの留学生とおしゃ
べりしませんか？緊張せず気軽に中国語会話が楽しめ
ます。どのレベルの方もOKです。』

チャットは予約不要・自由参加
Weekly Scheduleを見て時間になったら直接場所へGO

新潟大学の学生ならどなたでもお気軽に参加してください。
留学生と楽しくコミュニケーションしましょう♪

・いろいろな国の話が聞けて良かったです

『留学を考えている人はもちろん、韓国語を勉強する仲
間に会いたい人もぜひ来てください。いろんな国の「韓流」
大好きな留学生たちにも会えます。』

金・11：50-12：50   5月17日スタート

水・16：30-17：30  5月15日スタート

Term 2～スタート予定

Term 2～スタート予定

水・16：25-17：55   木・11：50-12:40

※TOEICを受検したことのない人には、簡単なレベルチェックをおこなっています。（ 5/13～5/24、11:50～）

5月15日スタート



ＦＬ－ＳＡＬＣ Information

Term1(4/16-6/3) Term2 (6/12-7/30)アカデミック・
ライティングセンター

木曜・ 12：00-12:45 要予約
※Term 1は水曜12：00-12：45にも実施

データサイエンスセンター

学期中、夏休み期間中とも
平日のお昼休みに実施しています
12:00-12:30  12:30-13:00 要予約

Ｎｅｗ

英語学習アドバイジング
＆チュートリアル

FL-SALCデスク
（月～金 10:00-15:00）

中央図書館B棟・ラーニング・コモンズ2階
Tel：025-262-6372（10～13時） 6308（15～17時）

E-mail → flsalc2@mail.cc.niigata-u.ac.jp

https://twitter.com/fl_salc

https://facebook.com/flsalcniigatauniversity/

◆Twitter

◆Facebook

◆英語学習アドバイジング予約状況

http://www.iess.niigata-u.ac.jp/esc/reservation2019.html

今年度、創生学部と連携して全学部を対象に実施することになりました。
ひとつのモジュールを45分で理解できるよう日本語で指導します。
エクセル搭載のパソコンを持参してください。以下からひとつ選択してください。

Term1(4/11-6/3) Term2 (6/12-7/30)

1：変数と測定 ２：度数分布
３：代表値と散らばりの尺度 ４：グラフ・データの可視化
５：標準得点（Z得点） ６：確率論
７：条件付き確率 ８：推測統計
９：仮説検定 １０：仮説検定の問題
１１：適用条件 １２：相関
１３：回帰分析 １４：t検定
１５：ANOVA検定 １６：χ2検定

火曜・ 11:00-11:45   12:00-12:45 要予約
※Term 1は水曜12：00-12：45にも実施

効果的な英語の学習方法や動機付け、その他、
英語学習全般について、英語が苦手な方も得意
な方も気軽にご相談ください。

☆英語学習アドバイジング（学習相談）

☆英語学習チュートリアル（個別指導）

「文法でわからないところを教えてください」、「TOEFL のスピーキング
対策をお願いします」、「会話の練習相手になってください」等々、アド
バイザーが家庭教師のようにあなたの学習をサポート。

英語の文章や論文を書くにあたって不安があれば、原稿を持ってき
て下さい。チェックをして適切なアドバイスを行います。論文の要旨
をチェックしてほしい院生やTOEFL等のライティングに関する相談
をしたい学生も歓迎します。※火曜・木曜の都合がつかない学生
対象に、水曜12：00 ～12：45にもアカデミックライティング & データ
サイ エンス・センターを開設しています。
予約のうえご利用 ください。
場所は図書館2階FL-SALC周辺です。


