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見たことのない、新しいセカイがはじまる。

ことばも文化も違うからたのしい。
人とつながり、世界が広がる。
世界各国の人が集まるこの場所には、ことばも文化も人の数だけ存在します。多くの違
いを楽しみながら人とつながることで、世界が身近になっていきます。
This facility is a place where various people from around the world with different languages and 
cultures gather.  By connecting with people and enjoying the many differences, you will feel closer 
to the world.

海外留学をしているような、英語に囲まれた毎日を実現。
グローバル・リンクスの共通語は、もちろん英語とその他の多様な言語。まるで海外で
暮らしているかのようにさまざまな言語にふれることで、会話が楽しくなっていきます。
The common language of Global Links naturally includes English and languages other than 
Japanese. Enjoyable conversations will result through contact with various languages that make it 
seem like one is living overseas.

世界はきっと、みんなどこかでつながっている。
ボーダレスでオープンなグローバル・リンクスは、多彩な個性が集う、まさに出会いの場。
文化が違う人びととふれあい、小さな発見に出会うたびに、自分の世界が広がります。
Global Links, being borderless and open, is where diverse individuals gather ー just the place 
for interesting encounters. By interacting with people from different cultures and making small 
discoveries, your own world expands.

使える英語が身につく学びと環境がここにある。
グローバル・リンクスは、東海地区トップレベルの規模を誇る国際教育拠点。一人ひと
りの個性に合わせた学びによって、使える英語が確実に身につき、実践力を育みます。
Global Links is one of the largest international education hubs in the Tokai region. Learning that 
takes each person's individuality into consideration helps you learn practical English and provides 
practical skills.

多文化1point

多言語2point

コミュニケーション力3point

実践力4point
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Level 3

Level 2

Level 1

Community Link
English Lounge
Multi Lingual & Cultural Lounge
Academic Advising 
Writing Center
Step Link
Group Work Space
i-Station
Active Link 1

コミュニティ・リンク
英語ラウンジ

多言語・多文化ラウンジ
アカデミック・アドバイジング

ライティング・センター
ステップ・リンク

グループ・ワーク・スペース
i ステーション

アクティブ・リンク（円形教室）１

Reading Space
Media Studio
Individual Study Room
Listening & Speaking Booth
Japanese Lounge
Active Link 2-4

リーディング・スペース
メディア・スタジオ
個人学習スペース

リスニング＆スピーキング ブース
ジャパニーズ・ラウンジ

アクティブ・リンク（円形教室）2-4

Active Link 5-7アクティブ・リンク（円形教室）5-7
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アクティブ・リンク ( 円形教室）1-7
Active Link 1-7

自由なレイアウトを可能にした、アクティブラーニングに最適な
Link（円）形の教室。会話する相手の表情や身振りからも気持ち
を感じ取る Link 型の教室で語学の向上を実現します。

コミュニティ・リンク
Community Link

最大 150 名まで収容できるイベント・スペースです。海外経験
をシェアする「ワールド・トラベラーズ・カフェ」や、各国料理
を楽しむ「ワールド・フード・フェス」など、年間を通じ多様な
催しを開催しています。

英語ラウンジ
English Lounge

ネイティブ講師（LA）や他の学生と楽しみながら英語で会話す
ることができます。少人数で会話を楽しむ「ランゲージ・テーブ
ル（LT）」などの会話プログラムをここで実施しています。

多言語・多文化ラウンジ
Multi Lingual & Cultural Lounge

英語以外のさまざまな文化や言語に触れることができるスペース
です。留学生を講師に、自由に世界各国の言語を学ぶ「会話サロ
ン」は多国籍な学生が集まり、共に学びあう場となります。

i ステーション
i-Station

i-Station には留学経験の
ある先輩が学生TA(ティー
チング・アシスタント）
として常駐しています。
i-Lounge の利用方法、
語学学習、留学経験など、
なんでも相談してくださ
い！

ステップ・リンク
Step Link

自由なスタイルで学習できる段差を利用した個人学習スペースで
す。机、イスを組み合わせてグループ・アクティビティにも利用
できます。

リーディング・スペース
Reading Space

まるで海外の図書館を訪れた
ような、洋書に囲まれたスペー
ス。読みやすさのレベルを表
した、4,600 冊の英語多読本
は、幅広いレベルに分かれて
おり、無理なく、楽しみなが
らリーディング力を身に着け
ることができます。

メディア・スタジオ
Media Studio

さまざまなデジタル教材や機器を活用して学ぶ、個人学習スペー
スです。i-Lounge では、ここで利用できる PCや i-Pad の貸し
出しも行っています。

リスニング＆スピーキング・ブース
Listening & Speaking Booth

防音性の高いガラスに囲まれた個人学習ブースです。発音練習に
使用することもでき、人目を気にせずリスニングやスピーキング
のトレーニングを行うことができます。
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ってどう利用するの？i-Lounge
インターナショナル・ラウンジ（i-Lounge）は名古屋学院大学のすべての学生が利用できる施設です。
「語学を学びたい、使ってみたい」、「海外の人と話をしてみたい」 などなど、異文化に興味のある方はぜひお越しください。

TAはいつも１Fの i-Station にいます。いつでも気軽に話かけてください！

$gO*0)" l�Ƅ# �+'�� �!*-�O�)"0�" ż��)��F0'/0- 

まずは学生 TAに話しかけてみる
Let's talk to student TAs !1
i-Lounge では、留学経験のある先輩がティー
チング・アシスタント（TA）として、みなさ
んの学習をサポートします。語学学習でわから
ないことや、留学について聞きたいこと、留学
の経験談など、なんでも気軽に聞ける存在です。
i-Lounge を初めて利用するときは、まずは学
生 TAに声をかけてみてください。

2 Join a Language Table

ランゲージ・テーブルは毎日いろいろな時間に開かれているので、
自分の予定に合わせて、Webから予約してください。

ランゲージ・テーブルに挑戦！

ランゲージ・テーブル（LT）は少人数（最大 6～ 8名）
で気軽な雰囲気の中、会話を楽しむ会話
練習プログラムです。レベル別グループ
レッスンを中心に「Let's make 
mistakes」など英語が苦手な学生
でも気軽に受けられる様々なレッスン
を準備しています。



i-Lounge のおすすめポイント
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イベントに参加してみよう
Fun Events !3

「フード・フェス」は留学生の手料理が楽しめる、人気のイベ
ントです。

留学を目指そう！
Study Abroad4

「英語合宿」では卒業生も駆けつけて、みなさんの学習を支援し
てくれます。

名古屋学院大学の留学制度は充実した内容になっています
が、中期・長期公費交換留学を目指すには、語学学習が必
須です。i-Lounge ではみなさんの夢を応援するため、英語
圏の留学には欠かせない「TOEFL 学習」をサポートするプ
ログラムや、模試を中心に徹底的に演習を繰り返す「英語
合宿」を実施しています。

i-Lounge では毎月さまざまなイベントを開催しています。
世界各国の料理を持ち寄って、食文化を通して異文化に触
れる「フード・フェス」や自然豊かな瀬戸キャンパスで実
施する留学生との「国際交流キャンプ」など、留学生と交
流する機会がたくさんありますので、ぜひ参加してくださ
い。

又吉　康力
外国語学部 ４年生　i-Lounge TA

田宮　英実
外国語学部 ４年生　i-Lounge TA

毎学期 i-Lounge では、様々なイベントを行っ
ています。季節に合わせたイベントや国際色を
活かしたイベントなど、外国に興味のある方な
ら楽しく参加できるイベントが豊富です。他に
も、留学生と日本人学生が交流できるプログラ
ムもあり、他大学に比べて留学生と日本人学生
の距離が近い傾向にあります。ぜひ、i-Lounge
でグローバルな人材に近づきましょう！

i-Lounge では留学生やネイティブの先生とのコ
ミュニケーションを通して英語に触れる機会が
たくさんあるため、スピーキングやリスニング
を日々鍛えることができ、海外の雰囲気も味わ
うことができます。また私たち TAも様々な語
学支援プログラムやイベントの企画、留学相談
などを行っていて異文化交流に興味のある学生、
留学を目指す学生のサポートをしています。
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の歩きかた　１Fi-Lounge
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Language Table / ランゲージ・テーブル

時間が空いた時に気軽に参加できる会話練習プログラム。
最大 6～ 8名の少人数で英語や日本語（留学生向け）の
練習ができるテーブルを用意しています。

This is a conversation practice 
program that students can 
freely participate in during their 
spare time. A small number of 
people - up to six to eight - can 
practice English, or Japanese 
(for exchange students).

World Travelers Cafe' / 
ワールド・トラベラーズ・カフェ

Private Lessons / プライベート・レッスン

i-Lounge 外国人講師の LAや留学経験のある学生TAから
個別指導を受けられます。留学対策の TOEFL 指導や就職
活動のための TOEIC 指導、英文添削、会話練習なども行っ
ています。
Students can receive personalized guidance from Learning Advisors (LA) 
and student TAs, who have experience as exchange students abroad. 
Students can practice English conversation and have 
their essays corrected. They can also join TOEFL 
lessons to prepare for studying abroad, as well as 
TOEIC lessons for job-hunting.

カジュアルなスタイルで気軽に参加できるトークイベン
ト。毎月 1回、留学経験のある学生や留学生、教職員や地
域の方が、海外の興味深い話を紹介します。

Students are free to 
participate in these casual talk 
events. Japanese students 
who had studied abroad, 
exchange students, instructors, 
and members of the local 
community give interesting 
talks on foreign topics once a 
month.

i-Lounge では興味のある言語や海外の文化を、好きな時に学べます。ひとりでも、仲間と一緒でもOK！
海外経験豊かな外国人スタッフ（LA) や学生 TA・SAがいつでも笑顔で迎えてくれます。

Conversation Salon / 会話サロン

留学生が先生になって、それぞれの母語を教える週に 1度
の会話レッスン。動画やゲームなどを通じて楽しく語学を
学ぶことができます。
Exchange students offer conversation and teach in their native 
languages (English, Korean, Chinese, Spanish, French, Indonesian, etc.) 
once a week. Participants can have fun learning through videos, games 
and more.
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海外の大学のように、ネイティブ講師に気軽に相談
Consult with native speaking instructors as if 
you were at a foreign university.

海外についてのちょっとした相談など、いつでもネイ
ティブ講師のもとへ。海外の大学のようなくつろいだ
雰囲気の中、一人ひとりと向き合ってくれます。

プログラムの
予約

プログラムは、英語ラウンジのカウンターで予約するものと、
Webで予約するものがあります。参加したいと思ったら、まず
Webをチェック。

プログラムの予約はWeb予約が便利

You can make appointments to participate in these 
programs at English Lounge counter or on our website. 
Check the website first if you’d like to participate.

Bridge Program /ブリッジ ・プログラム

学生 TA が提供する英語学習プログラムです。「TOEFL 塾
（TOEFL 学習サポート）」と「基礎英語セミナー（短期滞在用
の英会話）」があり、留学希望者に体験談を交えてサポートし
ています。「分からないことを聞きやすい」と大変好評のプロ
グラムです。
Student TAs offer a valuable English learning program called “Bridge”. In 
addition, there is a TOEFL Support Program and basic conversation practice 
for short-term study abroad preparation. In this well-known program, TAs 
give support and can answer any inquiries about experiences while studying 
abroad.

留学生と一緒に学外に出かけるフィールド・トリップ。京
都や東京に行く宿泊型のプログラムも実施します。留学生
と交流を深め、新しい気づきに出会うことができます。
Students have a chance to go on a field trip with exchange students. 
Overnight programs to Kyoto and Tokyo are also offered. They have 
cultural exchange and widen their view.

Excursions (Off-Campus Study) / 
エクスカーション（学外研修）



Various Books / 多読本

2F のリーディングスペースには洋書や海外に関する本、
語学学習参考書や問題集、多読本などを沢山そろえていま
す。多読とは辞書を使わずに洋書をたくさん読む学習法で、
所蔵されている多読本は読みやすさレベルに分かれていま
す。自分の興味とレベルに合った本を探してみよう！
There are many different books at 
the Reading Space on the 2nd floor, 
such as English books, books about 
overseas, study guides, workbooks, 
extensive reading books and so on. 
Extensive reading is a way of learning 
language through large amounts of 
reading without using a dictionary. The 
extensive reading books we have are 
labeled by level of readability. Let’s 
find interesting books that fits your 
level!

Various Classes (TOEFL/TOEIC Strategies)  / 
各種講座（TOEFL・TOEIC 対策 )

アクティブ・リンクの教室は、周囲をガラスで
囲むことで、「見る、見られる」の環境をつくっ
ています。開放的な空間にすることで、ほどよ
い緊張感が生まれ、学生同士が刺激を受けなが
ら学ぶことができます。
Active Link classrooms are surrounded by glass, creating 
a classroom for "seeing and being seen". The open space 
creates a slight feeling of tension and helps students 
motivate each other to learn.

ガラス張り



i-Station

英語ラウンジには英語のネイティブ講師と英語を
教えるプロである日本人講師が LAとして常駐し
ています。経験豊富で、みなさんが楽しく英語を
学べるようにランゲージ・テーブルやイベントな
どを企画しています。興味のある方、英会話の練
習をしたい方はいつでも英語ラウンジにお越しく
ださい！

学生 SAは i-Lounge で留学生との交流や
異文化に楽しく触れるイベントを企画す
るボランティア・スタッフです。2019年
度からスタートした新しい学生組織とな
り、これから様々なアクティビティを企
画する予定です。

i-Lounge で働くスタッフ（学生 TA, 学生 SA、LA）は外国語に触れたい、
世界を知りたい学生たちを多方面からサポートします！



名古屋学院大学　名古屋キャンパスたいほう
グローバル ・ リンクス
〒 456-0062
愛知県名古屋市熱田区大宝二丁目４番 45号
URL: www.ngu.jp
TEL: 052-678-4088

名古屋市営地下鉄名港線
日比野駅 1 番出口より徒歩 5 分


