
（４）学習支援施設 
 

① Village of Innovative Study and Training Access（3 号館） 
 
VISTA とは、在学生がいつでも利用でき、多種多様な言語学習用教材や職業関連科目の教材での学習やラーニ

ングアドバイザー（ＬＡ）による学習法指導を受ける事が出来る学習施設です。VISTA は授業内容にリンクした

学習を可能にし、学生たちの能力や知識の拡張を目指しています。さらに学生たちはここでＬＡと共に独自の学

習習慣を見出し、学習スタイルを身につける事が出来ます。VISTA には Active Learning Program があり、語

学学習について悩んでいる学生の為に S.A.I.L. (Self-Access Independent Learning):  あなたのニーズと目標を

もとに自分のオリジナル学習プランを立て、LA と定期的に面談し、サポートを受けながらプランを実行してい

くプログラムや、Learning How to Learn Program: 語学学習の成功者となる為のニーズ分析力、目標設定力、

学習管理能力、内省力を LA のサポートにより習得し自立した学習者になるスキルを身につけるプログラムなど

を提供しています。 
 

地下１階： VISTA Learning Center 
 
こちらにはインターネットにいつでもアクセスできる約 70

台のコンピューター、発音やスピーキング練習、DVD 鑑賞, ネ
ットリサーチ等が可能な Edutainment Booths (5)、一人学習用

の個室 Testing Center (3)、２～５名までのグループワークでの

多目的使用が可能な個室 Multi Purpose Room (3)、そして２０

名まで収容可能な Salon が設置されており、アメリカから直接

購入された最新のＤＶＤやミュージックＣＤ、英字新聞（日刊

／週刊)、雑誌（英語／多言語)、ＣＤ－ＲＯＭ、オンライン学習、

英語書籍／コミックス、タスクシート（各スキルでレベル別に

作成された英語学習用シート）等、多種多様な言語学習教材が

取り揃えてあります。（表参照）このフロアは学習内容によって

エリアが分けられており、言語学習センターにはタスクシート、

書籍、ＤＶＤ，ＣＤなど語学力を高める為の教材が揃っていま

す。 多目的ルームにはＰＣ（ＤＶＤ／ＣＤ使用可能）、辞書等

を完備。5 つのブースにはＰＣ（ＤＶＤ／ＣＤ使用可能）、発音

練習用ソフト等完備。Testing Center は一人用の個室なので試

験勉強などの集中学習やＰＣでのオンライン学習が可能。 
Reading Corner では、英字新聞、海外の雑誌、英語コミック、

書籍をくつろぎながら読む事が出来ます。 
Salon は大人数での使用が可能な多目的ルームで、ボードゲー

ム、Ｗｉｉ(英語版)、プレゼンテーションなどができ、放課後に

は英語学習や各検定試験対策、旅行や異文化、音楽など色々な

テーマでのワークショップを開催しております。 

 
 

VISTA Learning Center 
各種教材リスト 

 

 
 

１階： English Conversation Lounge / Foreign Language Lounge / Writing Center 
 
学内外の情報を掲示する大型モニターと、英語と多言語でコミ

ュニケーションできるラウンジがあり、ECL（English 
Conversation Lounge）ではヨーロッパ、アジア、アフリカなど

世界各国からのEnglish speakerとの会話を楽しみながら英会話

力をアップし、異文化についての知識を広げることがでます。 

FLL（Foreign Language Lounge）ではスペイン語、フランス語、

中国語、韓国語での会話を練習し楽しむことができ、どちらもＫ

ＩＦＬの人気スポットです。（スケジュールや利用方法について

は１Ｆの Information Counter で確認してください） さらに、

VISTA Writing Center もあり、英語でのエッセイ、手紙、E-メ
ール、履歴書、スピーチ等の作成に関してのアドバイスや指導も

しております。 

教材 現有数 
各英語スキル用 
学習教材ＣＤ 600 本 

ＣＤ－ＲＯＭ 72 本 
音楽ＣＤ 284 本 
ＤＶＤ(映画、 
ドキュメンタリー、ＴＶ等) 911 本 

タスクシート 1,312 枚 
各種検定試験用教材 289 冊 
雑誌 
（英語・日本語・多言語） 31 種類 

購読英字新聞 ６種類 
書籍（英語・多言語） 約 1,500 冊 
英語ボードゲーム 47 種類 

103 個 
Wii スポーツ：英語版 ３セット 

本文ｐ.２１～２２を抜粋 



  
①  VISTA Library (本部ビル５階)

本部ビル５階には広いスペースの静かで落ち着いた雰囲気のなかで学習できる図書館があり、英語／多言語／日

本語の書籍、英字新聞・洋雑誌・英語コミックス、言語学習・各検定試験対策用教材（表参照）が数多く揃えら

れています。（図書館へは本館 4 階又は５階からの連絡通路を利用して下さい。） 
VISTA Library 各種教材リスト 

各教材 現有数 各教材 現有数 
各英語スキル・多言語学習用教材ＣＤ 338 本 英語コミック・日本マンガ英語版 70 冊 
各種検定試験対策本 325 冊 購読新聞 英字４種類 日本語(１) 
多言語(仏･西･韓･中）検定試験対策本 94 冊 書籍（英語・日本語・多言語） 約 3,500 冊 
英語雑誌 15 種類 Graded Reader (英語学習者用図書) 約 3,920 冊 
職業(就職)、留学関連雑誌 9 種類 ＣＤウォークマン（貸出用） 9 個 

 
VISTA Learning Center (VLC) ・Library 活用例 
1． 予習・復習のバックアップセンターとして… 
週 5 回ある｢国際コミュニケーション英語｣（ＥＩＣ）の授業は VLC と連動しています。Library の資料や VLC
のデジタルツールを駆使して質の高いレポートを作成しましょう 

2． 弱点を自分で強化する自立型学習センターとして… 
スキル／レベル別に分類されているタスクシートを使って楽しく弱点強化。今日は映画でリスニング強化、明

日はゲームで単語力増強、使い方はいろいろです。 
3． デジタル情報の個人アクセスセンターとして… 
様々なデジタルツールが利用できます。インターネット、KIFL online 等も活用して授業の課題やスキルアッ

プに取り組んでください。 
4． 外国の雑誌、新聞、書籍等の資料センターとして… 
VLC と Library は英語・多言語のスキル別学習教材や英検・ＴＯＥＩＣ・その他、資格検定試験対策用の教

材が揃っている、落ち着いて勉強できる快適なスペースです。特に Library は静かで集中学習に適した環境が

整えられております。 
5． 学生中心の自立型学習センターとして… 
ＶＬＣ内では先生はあくまでも脇役ですが、タスクシートや教材選び、学習方法等、必要に応じて気軽に先生

に相談しましょう。 きめ細かいアドバイスで、より学習効果が上がります。 
6． 英語字幕と世界の音楽ＣＤでスキルアップの視聴覚学習センターとして… 
ＶＬＣには最新ヒット映画等のＤＶＤ約 911 本、豊富なジャンルの音楽ＣＤが 284 本！生きた教材を使って楽

しく効果的に学習しましょう。 
 

③ KIFL Listening Center (ＫＬＣ) 
ＫＬＣは, 学生が総合的に英語能力を身につける為の施設で、主にＥＩＣの授業で利用されています。 ここ

にはリスニング力を伸ばすための音楽ＣＤやビデオなどのオンライン教材や、自習用のタスクシートが備えてあ

ります。ＫＬＣは幅広い内容の教材によって、学生のリスニング力向上のみならず、興味深い分野の知識を深め

る事を目指して開設されました。リスニング力を強化する事は必然的に英会話力のレベルアップに繋がります。  
ＫＬＣで学生は好みに合った教材を自由に選び、納得いくまで何度でも繰り返して聞く事ができるので、自分の

ペースとレベルに合わせたリスニング練習が可能で、リスニング力だけでなく、スピーキング、語彙、文法、そ

して読解力も身につける事ができます。 
 
④ ブリティッシュヒルズ（福島県） ―パスポートのいらない英国研修― （1 年次 4 泊 5 日）  
美しく整備された豊かな緑に調和する、石造りや白

壁の建物の数々。ここブリティッシュヒルズに足を踏

み入れると、そこはもう英国のカントリーサイド。設

計はすべて英国人建築家が担当し、12～18 世紀の英

国を忠実に再現しました。 この理想的な「英国村」

で、神田外語学院の学生のために、新入生オリエンテ

ーションをはじめ、1 年次は 4 泊 5 日の英国疑似体験

研修など様々な研修が実施されます。 
 
ホームページ http://www.british-hills.co.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


