
FL-SALC
Foreign Language Self-Access Learning Center

お待たせしました！11月5日～外国語チャットStartです（予約不要 飛び入り歓迎）

英語チャット：11月5日よりStartです。第2学期はチューターも増え
平日毎日3つのレベルに分かれて開催します！

Mon to Fri  11:50~12:50 : Beginners Intermediate Advanced
Mon &Thu 16:30~17:30 :  All Levels
Tuesday    12:00~12:30:   Beginnersチャット ミニ “アドバイザー奥村さんとの英語チャットです”

英語 チャットのレベル
Beginnersチャット・ミニ: 留学生とのチャットで思うように話せない人。

少しずつ英語で話すことに慣れましょう。

Beginners: ゆっくりとしたスピードで英会話。必要なときは日本語を使ってもOK。

Intermediate: TOEIC500くらいから。または英語を話すことにあまり抵抗がない人。

Advanced: TOEIC700くらいから。海外留学経験者も。自然な速さで会話したい人。

※  あくまでも目安です。希望するレベルに自由に参加してください。

◆初修外国語チャット： 第2学期はフランス語・ドイツ語に加え
中国語と朝鮮語も始まります！！

新潟大学の留学生との交流を楽しみながら、外国語の会話に少しずつ慣れていきましょう♪

すべて開催場所は
中央図書館B棟 ラーニング・コモンズ
問い合わせ先：FL-SALC デスク
Time:  9:00-12:30 13:30-16:00 Tel:025-262-6372
E-mail:  flsalc2@mail.cc.niigata-u.ac.jp

FL-SALCでは外国語の自律学習を支援しています。（新潟大学の学生対象）

★詳しくは初修外国語掲示板をご覧ください http://verba.ge.niigata-u.ac.jp/keijiban/blog/

フランス語チャット：毎週 水曜 16:30~17:30 11月13日スタート

ドイツ語チャット：毎週 水曜・木曜 16:30~17:30  11月7日スタート

中国語チャット：毎週 木曜・金曜 5限 11月14日スタート

朝鮮語チャット：12月17日・1月7日・1月14日 開催



自由参加型グループ学習 第5グループ学習室 予約不要・途中参加OK

Tuesday：12:00-12:30 英語チャットで使える便利な表現 〈ハドリー浩美先生〉

留学生と英語で会話をしてみたいけれど、ちょっと敷居が高くて...と思っていませんか。あいずち、間の持たせ
方、関心の示し方、質問の仕方、話題の変え方など、会話をスムーズに進めるコツを紹介します。
これでビギナーズ・チャットは大丈夫！

Wednesday：10:30-11:30 英語音声聴き取りの基礎 〈秋孝道先生〉

日本人英語学習者にとって難しく感じられる音声とその聴き取りのポイントを集中して何回も練習することに
よって、英語音声聴き取りの基礎を身につけましょう。基本的なことから始めますので、英語の聴き取りが苦
手な人も大歓迎です。担当の私も一緒に学んでいきたいと思います。

Thursday：12:15-13:15 英文法をもう一度（PART 2）〈平野幸彦先生〉

CALL教材「NetAcademy2英文法コース」を教材に用いて、基礎英文法のおさらいをします。懇切丁寧に説明
しますの で、中学・高校で習った英文法の理解に自信のない人におすすめです。新規参加者大歓迎。

FL-SALC アカデミック・ライティングセンター 第4グループ学習室

Thursday：11:45-12:45 アカデミック・ライティング・センター

〈ジョージ・オニール先生〉

「アカデミック英語（ライティング）」を受講する学生が主な対象です。英語の文章や論文を書くにあ
たって不安があれば、アカデミック・ライティング・センターに持ってきてください。センターの教員が
チェックをして、適切なアドバイスを行います。 「アカデミック英語（ライティング）」履修生が優先されま
すが、時間に余裕があれば、英語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。

英語学習アドバイザーによるカウンセリング 少人数ブース

FL-SALC
Foreign Language Self-Access Learning Center

予約制

予約制

・自分にあった英語学習方法が知りたい
・TOEIC TOEFL対策って何から始めたらいいのかわからない ・・・・・・などなど悩みを相談できます。

担当：英語学習アドバイザー 奥村 圭子さん
実施日時などはＳＣＨＥＤＵＬＥをご覧ください。お昼休みだけは予約不要です。

カウンセリング予約状況はこちら： http://www.iess.niigata-u.ac.jp/esc/2013_2nd.html

第２・４水曜日はミニ・ワークショップ開催 プレゼンエリア

英語学習アドバイザー・奥村さんによる毎回違ったテーマでのミニ・ワーク
ショップを開催します。お気軽にご参加ください。

予約不要

すべて開催場所は
中央図書館B棟 ラーニング・コモンズ
予約・問い合わせ先：FL-SALC デスク
Time: 9:00-12:30 13:30-16:00 Tel:025-262-6372
E-mail:  flsalc2@mail.cc.niigata-u.ac.jp



ラーニング・コモンズ内 MON TUE WED THU FRI

1限 2F 少人数ブース
 （FL-SALC入口脇）

9:20-10:00
英語学習カウンセリング

9:20-10:00
英語学習カウンセリング

9:20-10:00
英語学習カウンセリング

3F 第5グループ学習室

10:30-11:30
英語音声聴き取りの基礎

（秋先生担当）

2F 少人数ブース
 （FL-SALC入口脇）

10:20-11:00
英語学習カウンセリング

10:20-11:00
英語学習カウンセリング

10:20-11:00
英語学習カウンセリング

2F プレゼンエリア

（第2・4水曜）

12:00-12:30
英語学習アドバイザー

によるミニワークショップ

3Ｆ 第4・第5
グループ学習室

12:00-12:30
英語チャットで使える

便利な表現

（ハドリー先生担当）

12:15-13:15
英文法をもう一度Part2

（平野先生担当）

11:45-12:45
ライティング・センター
（オニール先生担当）

2Ｆ 少人数ブース
（FL-SALC入口脇）

11:50-12:50
英語チャット
for Beginners

3グループ
(Rachel 　Clare 　Iris)

11:50-12:50
英語チャット
for Beginners

11月5日スタート
1グループ

(Ken)

11:50-12:50
英語チャット
for Beginners

3グループ
(Iris Ken Semih)

11:50-12:50
英語チャット
for Beginners

3グループ
(Semih John Ken)

11:50-12:50
英語チャット
for Beginners

3グループ
(Menaka  Clare Rachel)

2Ｆ 少人数ブース
（FL-SALC入口脇）

12:00-12:30
予約不要

英語学習カウンセリング

12:00-12:30
Beginnersチャットミニ

11月5日スタート

1グループ
（奥村さん担当）

第1・3・5木曜
12:00-12:30
予約不要

英語学習カウンセリング

12:00-12:30
予約不要

英語学習カウンセリング

12:00-12:30
予約不要

英語学習カウンセリング

2Ｆ 丸テーブル席

11:50-12:50
英語チャット
Intermediate

(John  Semih)

11:50-12:50
英語チャット
Intermediate

11月5日スタート
(Semih　 Iris)

11:50-12:50
英語チャット
Intermediate

(Clare  Rachel)

11:50-12:50
英語チャット
Intermediate

(Iris  Calre)

11:50-12:50
英語チャット
Intermediate

(Ken 　Semih)

2Ｆ　オレンジソファー
（ＦＬ－ＳＡＬＣ奥）

11:50-12:50
英語チャット
Advanced

（Ken)

11:50-12:50
英語チャット
Advanced

11月5日スタート
(John)

11:50-12:50
英語チャット
Advanced

(Frank)

11:50-12:50
英語チャット
Advanced

(Rachel)

11:50-12:50
英語チャット
Advanced

(Iris)

3限 2Ｆ 少人数ブース
　（FL-SALC入口脇）

12:55-13:35
13:45-14:25

英語学習カウンセリング

12:55-13:35
13:45-14:25

英語学習カウンセリング

12:55-13:35
13:45-14:25

英語学習カウンセリング

4限
2Ｆ 少人数ブース
　（FL-SALC入口脇）

14:40-15:20
15:30-16:10

英語学習カウンセリング

14:40-15:20
15:30-16:10

英語学習カウンセリング

14:40-15:20
15:30-16:10

英語学習カウンセリング

3Ｆ 第4グループ学習室

16:25-17:55
朝鮮語チャット

12月17日
1月7日
1月14日

16:30-17:30
ドイツ語チャット

11月13日スタート

16:30-17:30
ドイツ語チャット

11月7日スタート

3Ｆ 第5グループ学習室

16:25-17:55
中国語チャット

11月14日スタート

16:25-17:55
中国語チャット

11月15日スタート

2Ｆ 丸テーブル席

16:30-17:30
英語チャット
All Levels

月曜授業の
11月6日スタート

(Semih   Iris)

16:30-17:30
フランス語チャット

11月13日スタート

16:30-17:30
英語チャット
All Levels

11月7日スタート
(Frank   Iris)

2Ｆ 少人数ブース
　（FL-SALC入口脇）

16:45-17:25
英語学習カウンセリング

16:45-17:25
英語学習カウンセリング

16:45-17:25
英語学習カウンセリング

第1学期のFL-SALCの様子が新大Lib Letter 35号に掲載されました！次のページをご覧ください。

昼休

5限

FL-SALC　第２学期　SCHEDULE （2013年11月5日～2014年2月3日 予定）

「場所：中央図書館Ｂ棟　ラーニング・コモンズ」

　　　　　　　　平日9：00～12：30、13：30～16：00、FL-SALCデスクにて予約受付。　電話：　025-262-6372 　メール：　flsalc2＠mail.cc.niigata-u.ac.jp

2限

※お昼休み以外の英語学習カウンセリング、アカデミック・ライティング・センター　→　予約制。

※英語・初修外国語チャット、英語グループ学習、ミニ・ワークショップ、お昼休みの英語学習カウンセリング　→　予約不要。直接、各場所へ。



TOEICやTOEFLのような資格試験対策をはじめ、
　英語学習全般についての質問や相談などに、
親身になって対応します。
まずは気軽に予約をして、話をしに来てくださいね！

英語だけでなく、様々な外国語
の学習に役立つ教材を豊富に取
り揃えています。
各国語版「スピードラーニング」
のＣＤやＮＨＫの語学番組の
DVDといった視聴覚資料はも
ちろん、中には日本のマンガや
絵本の各国語翻訳版なんかも！

プロのアドバイザーによる
英語学習カウンセリング！

外国語学習教材が2,450点！

留学生と外国語deチャット！

発音練習にはスピーキング・ブース！

高校と
違って

毎日の
ように

英語の
授業が

あるわ
けじゃ

　ない
ですか

らねー
…。

　大学に入ったら英語の
学習時間が減ってしまって…。

英語学習アドバイザー
奥村　圭子

江部　早苗
　　　　　  アシスタント

今日はNet
Aca

dem
y 2の

　シャドー
イン

グを

　 やってみ
ようか

なー。

色んな国の人達と皆で

楽しくおしゃべりしてます。

授業とはまた違った感じで英語に

触れることができるので、

留学したいと思ってる

人はもちろん、

留学したことが

 ある人にも

　オススメです！

　　ドイツ語や

フランス語は大学で初めて

　勉強する人が多いから

　気兼ねなく参加できるし、

　皆で一緒に上達してるって

　　　　　　感じが

　　　　　　　いいですね！

英語を効率よく勉強したいけれど、

具体的に何をすればいいんだろう？

と思っていて。

カウンセリングを受けて、

自分に合った教材や勉強の仕方も

見えてきたし、

モチベーションの

アップにも

繋がりました！

また来ようと

思います！

英語を効率よく勉強したいけれど、

具体的に何をすればいいんだろう？

と思っていて。

カウンセリングを受けて、

自分に合った教材や勉強の仕方も

見えてきたし、

モチベーションの

アップにも

繋がりました！

また来ようと

思います！

教育用PCにヘッドセットやWebカメラを完
備したブースには、日本人が間違いやすい英
語の発音を目で見て矯正できる「Ami Voice
Call Lite」を導入。他にも、視聴覚資料やeラー
ニング教材などを使って、外国語を声に出し
て練習することができるスペースです。

新潟大学の留学生と会話を楽しみながら、
　英語やドイツ語、フランス語に

少しずつ慣れていくことができます。
　　　　予約不要、途中・飛び入り参加OK！

2
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3

№35H25.9

外国語学習支援スペース 総合教育研究棟でお試し版として活動していた「� ミニ」がパワーアップして
中央図書館B棟2階にオープン！今回はその機能をご紹介します！

エフエル-サル
ク
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