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LL 研究室

神田校舎 LL 教室改修雑感
神田校舎の LL 教室も、地下という条件
は変らないままではあるが、２０年ぶりと
いっても良い根本的な機器の交換改修が行
われ、自習室も本格的に開室し始めたが、
どうも教育上の理由から、現状の地下では
なく、地上への移動を主張しつづけてきた
我々は、不明を恥じるとは言わないまでも、
少なくとも、機器の更新、少しでも学生諸
君が使いやすくなる工夫をするのを怠って
きたことを反省するべきだろう。もちろ
ん我々も、神田校地の中でさまざまな建物
が建てられてきたうちの、どれかに我々の
LL 教室改新計画が載せられることを望み
努力してきたのだが、結局先延ばしになっ
てしまっていたわけだ。今回、現在の場所
のままではあるが、機器を更新し、週５日
間自習室に LL スタッフが常駐する新体制
となった結果、自習室利用者数が飛躍的に
増え、またそれにともない教材整備の希望
なども多くなっているのを見ると、我々は
もう少し早く「妥協」しておくべきだった
のではないかという思いにもとらわれる。
繰言はともかく、今回の改修によって、
学生の授業時間以外の自習教材を（場合に
よって授業中に使用する教材も）
、テープ等
のメディアだけに頼る従来の方式から、サ
ーバーに登録する方式に変ったことは、教
員によっては授業の形態を根本的に変えな
ければならないことにもなる。９月に後期
授業が始まってから、かなりの期間、さま
ざまな不具合や、教員でさえも操作方法が
わからないというような事態に振り回され、
悩まされてきた学生諸君には大変申し訳な
く、陳謝する次第だが、教員にとって、従
来のように教科書とテープ一本さえあれば、
いつでもどこでも授業ができるという形に
はならないのだ。１時間の授業を用意する
ために、２時間３時間の準備を、それも自
宅や研究室ではなく、授業時に使用する同
じ LL 教室でしなければならないというわ

けで、教材準備のために予約が必要になり、
順番待ちをしなければならないことさえあ
る。筆者自身は現在 LL 教室を利用した授
業を担当していないのだが、情報科学セン
ターの教室を使った、コンピュータ・リテ
ラシーなどの授業でも同じようなことが言
える。直接向かい合って説明するのなら、
チョークと黒板程度で５分で済むようなこ
とでも、ネットワークを使って、メールや
HTML 文書で同じことをやろうとすると、
２倍３倍どころではなく、１０倍２０倍の
時間が準備に必要になることがある。
それでいて、実際に教室で、その教材を
使うのはせいぜい１０分か１５分だったり
すると、なんだか教材作成が自己目的化し
て、単なる自己満足になっているのではな
いかという疑惑に悩まされることになる。
そして、ネットワークを利用した授業だと、
学生諸君の実際の反応が測りにくいという
こともある。教壇の PC と各学生用 PC の
間に各種のコミュニケーション手段が用意
されているにも関わらず、教壇を離れて、
直接学生のところに飛んでいき、コミュニ
ケーションしたがるのは、私が近代的な設
備に慣れることができない古い語学教師だ
からだろうか。

柴田 隆 (LL 教室神田分室長)

Face to Face 授業風景
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～ LL 自習室・LL
自習室・LL 教室リニューアルのお知らせ ～

LL 自習室
○ 生田校舎に専用の自習室が誕生しました！
今まで、教室と自習室を併用していたため、何かと不便な
思いをしたこともあったことと思いますが、9 月より専用
の自習室が出来、利用者の皆さんに好評を得ています。こ
の自習室には下記のブースが用意されており、それぞれの
ブースは個別に仕切られ学習に集中しやすいようになって
います。また、最新のメディアを利用した自習が出来るよ
う機器も取り揃えています。是非一度覗いてみてください。

ビジュアルブースでの自習風景

皆さんの利用をお待ちしています。
＜パソコンブース・・・4 台＞
授業での課題、インターネットを利用した語学
学習、CD-ROM を利用した学習が可能です。
＜オーディオブース(CD、MD、カセット)・・６台＞
授業での課題（声の録音含む）、音声教材の利用
＜ビジュアルブース(DVD、VHS、LD)・・・4 台＞
授業での課題視聴、全世界対応のデッキで VHS テープ
視聴、英字のキャプション表示による視聴が可能です。
オーディオブースでの自習風景

○ 神田自習室にスタッフが常駐！
神田自習室も生田校舎の自習室と同様のリニューアルを行いました。こちらも大変好評で利用
者が増加しています。また、平日は LL スタッフが常駐していますので、語学相談の申し込み、
意見等何なりとお申し出下さい。
＜パソコンブース・・・4 台＞
＜オーディオブース・・3 台＞
＜ビジュアルブース・・3 台＞
＊設備は生田と同様

神田自習室パソコンブース

神田自習室受付
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○ 教材充実
パソコンが増設されたことでパソコン教材もますます充実させていきます。
TOEFL が CBT（Computer-Based

Testing）になったことに伴いサンプラーの CD-ROM を

用意しています。CBT がどのような形式になっているのかまずは体験してみてください。
その他多くの言語の CD-ROM 教材を取り揃えていく予定です。活用してください。

LL 教室
○ LL 教室にパソコンが増設されました。
神田校舎 LL 教室、生田校舎 LL 教室 A 、D の学生ブースに
パソコンが増設されました。従来生田校舎の D 教室で使っていた
Macintosh は Windows にパソコンの機種を変更しました。
今後、授業担当先生による様々なマルチメディアを活用した幅広
い授業が展開されていくことと思います。授業の予習、復習、あ
るいは課題などは LL 自習室を利用して学習してください。

生田 A 教室授業風景

パソコンを利用した授業の風景
神田授業風景

「LL 教室・自習室の LL 機器やパソ
コンの操作がよく分からない！」
という学生は LL 事務室に申し出て
ください。説明を行います。
また、機器の使用中に問題が生じた
場合は、そのまま放置せず LL 事務
室へ申し出てください。対処します。
生田 LL 教室Ｃの授業風景
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LL 自習室を利用しよう

LL 教室を使用してみて

私が初めて生田校舎のＬＬテープライブ

私は今年、神田校舎で上原先生の英語リ

ラリーを訪れたのは今年の６月ごろだった

スニングⅡの授業を受けています。私がこ

と思います。特にＬＬ教室を使う授業をと

の授業を選んだのは、一年生の春休みに受

っているわけではなかったので本当に軽い

講した TOEFL 講座で自分の聞き取り力の

気持ちで行きました。

なさを痛感し、克服したいと考えたからで

まず私は事務の方とお話をして、語学相

す。

談を受けることにしました。そして自分で

この授業で使われる神田の LL 教室は後

はじめていた教材をＬＬ自習室に持ち込ん

期に改装されコンピューターが設置されま

で、たびたび利用するようになりました。

した。今までテープがなければできなかっ

そのＬＬ自習室の機材が夏期休暇を機に

た課題などもコンピューターによっていつ

個別ブース化して新しくなり、より集中で

でも自習できるようになり、リスニングに

きるようになりました。これからはテープ

おいて重要である「耳が英語に慣れるため

だけでなくＣＤ、ＭＤも個別で使えます。

の時間」がたくさんもてるようになりまし

ＬＬ自習室やＬＬテープライブラリーに

た。以前は「英語を頑張りたい」という気

は学習に必要な機材や教材がありますし、

持ちがあっても具体的にどう勉強すればい

自宅から教材を持っていって機材だけを利

いのかわからず実行できずにいた自分が、

用することも可能なので、皆さんもそれぞ

このリスニングの授業を受けたおかげでそ

れの目的に合わせて教材、学習スタイルを

のきっかけをつかむことができました。

選んでいくとよいと思います。
ひとまず LL

これからも授業にしっかりついていって、

テープライブラリーに行ってみましょう。

空き時間等を有効に使い LL 教室を使用し、

先生、事務の方がきっと力になってくれる

リスニングの力を伸ばして、TOEFL で自

はずです。

分の目標得点に達するように努力していき
文学部 1 年 小原郁子

たいと思います。
法学部 2 年 工藤 昌子

生田校舎 C 教室授業風景

生田校舎自習室風景
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重 要 事 項

語学学習に
得 情報！
語学学習に ○

―LL 教室使用の授業を履修している人、
自習室のパソコンを利用している学生へ―

LL 研究室で購読している英字新聞「The Japan

最近、パソコン利用資格者へ交付しているＩＤのパ

存期間が終了した物を差し上げています。最新の

Times」
「THE DAILY YOMIURI」について、保

スワードを忘れてしまっている学生が目立ってき

ニュースとは言えませんが、ニュース、スポーツ

ています。交付票にも記してあったように、パスワ

等自分に興味のある記事を楽しみながら読むこと

ードはセキュリティー上こちらで調べることはで

で語学力をアッ

きません。各自で定期的にパスワードを変更する際

プさせてくださ

に必ず手帳等に控え忘れないようにしてください。

い。必要な方は、

万一忘れてどうしても思い出せない場合には、LL

LL 事務室受付

事務室(神田は LL 自習室)にて再発行の手続きを取

（神田は自習

ってください。再発行までには 2，3 日かかります。

室）に声をかけ

そのようなことが無いよう十分注意してください。

てください。

新着教材の紹介

編集後記
LL 教室 が神 田 校舎 も生 田 校舎 も新
しくなり、語学学習の環境が一段と整
備されました。新しい機器の様々な機
能をマスターして、自分の語学力向上
に役立ててください。環境は良くなっ
ても、学ぶのは皆さんです。語学学習
の基本は変わりません。LL だよりの前
回号でも読んで学習のヒントにして下
さい。（ほ）

○ ＣＤブック 新スペイン語入門【スペイン語】
６０課で基礎的な語彙・文法事項が身に付くよう
に構成されています。CD 付なので、独学で勉強し
たい人にもお勧めです。

○ドイツ語早わかりチェックテスト【ドイツ語】
簡単に文法の復習をしてから、色々な問題に触れ
ていくことが出来る問題集です。重要ポイントや
注意を要するところには手書きのメモがついてい

☆∵ ☆ ∴ ☆ ∵ ☆ ∴ ☆ ∵☆ ∴☆

るので、効率良く学習できます。

皆さんからの声をお待ちしています
○リンガフォン 英語上級・中級コース【英語】
☆

フォーマル、インフォーマルな表現や話し言葉と
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書き言葉の違いなど、状況に応じて使い分けられ
るネイティブ・スピーカーの語学力を身につけた
い人、多彩で微妙な感情表現をマスターしたい人
の為の中級コース。
専門用語、及び学術用語が豊富で実際の使い方を

〒214-8580神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1

身につけたい人。より高度で専門的なイギリス英

URL:http://www.gkk.senshu-u.ac.jp

語の総仕上げ的上級コース。
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