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What is it?
The Language Café is a place to relax, meet your friends and communicate in English.
There are books and manga in English for you to read, games for you to play, DVDs for you to watch
and a computer that you can use. Plus, of course, coffee to drink!

Where is it?
The Language Café is on the ground floor of Building Three, in 312 第 1 自習室.

Just look

for the neon Café sign!

When is it open?
It’s open all day on weekdays. You are welcome to bring your lunch and eat there while
talking with English and French teachers on any day except Thursday. You can also come in the
afternoons from 4:40 (except Thursday). On Monday, Wednesday and Friday an English teacher
will be in the Language Café after school, while on Tuesday there will be a French teacher.

Who can go?
The Language Café is open to everyone, but you should try to speak English (or French)
while you are there.

Why should I go?
This is a great chance to chat with your teachers in a relaxed environment, and to learn
more about them and life in other countries.

You will also be able to meet various other students

and make new friends. Best of all, we will be using English, so your English ability will improve
naturally.

See you there!
S.S.
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Language Café 特別版
～トリード大学短期語学研修生との交流会～
6 月 16 日午後、語研で交流会が開催されました。ちょうどトリード大生 7 名が豊橋校舎で一か月
日本語を学んでいる時でした。愛大生 19 名は豊橋校舎の文学部・地域政策学部・短期大学部の学生
です。大部分は先生方からの推薦や紹介によりますが、大きなポスターを掲示して参加者募集もし
ました。お話をするにはちょうど良い人数と思います。
交流会の主な内容は自己紹介と折り紙です。自己紹介はテーブルごとに自主的に行いました。折
り紙は箱と風船を作るものでしたが、人によっては案外難しいようでした。最後に記念撮影をし、
皆さんの笑顔とポーズが若者らしくて、素敵な写真にまとまりました。閉会後も居残って雑談が続
き、2 時間は長いようでもあり、あっという間のようでもあった様子です。
この交流会の主催は豊橋語学研究室で、国際交流センターには共催という形で大変お世話になっ
ています。準備は英語・フランス語・中国語担当の教員と語研の職員で進めて来ましたが、学生さ
ん主体の会になることを目指しました。初めての試みも皆さんのおかげで無事終わり、感謝してい
ます。来年もまた開催する機会があることを願っています。
(文学部・臼田真佐子)
こちらの大学 HP もご覧ください。
http://www.aichi-u.ac.jp/inted/info/Com0000166.html
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