Welcome to the World Plaza
Operated by the Foreign Language Education Center

ワールドプラザは、外国語の練習をする場所です。他の利用者や
World Plaza Assistant（WPA）と一緒に授業で学んだ外国語を実
際に使ってみましょう。うまい下手は関係ありません。「外国語
を使ってみよう！」という気持ちさえあれば、大丈夫です。
利用方法
1. SIGN-IN： まず、受付で WPA に学生証を見せて、利用目的を
伝えてください。以下から一つを選んでください。
・ Interactive Learning: 一緒に勉強
・ Chat: おしゃべり
・ DVD/TV: DVD とテレビ番組を外国語で観る

注意事項
1. 食事： 昼休み（12:35-13:30）のみ食事ができます。
・ 席取りや荷物を残しての退席はやめてください。
・ 机が無い場所（コンピューター周辺、ソファ、膝の上）
での飲食はやめてください。
・ 汁物（スープ、麺類など）は持ち込まないでください。
2. 飲みもの： 蓋付きの飲み物であれば、いつでも飲めます。
3. 通話： スマートフォンや携帯電話での通話はできません。

２つのルール

★ 外国語を使う
話す、聴く、読む、書く、すべてにおいて、ワー
ルドプラザでは外国語を使ってください。

＊ 音声・字幕ともに外国語のみ。
＊ 視聴を終えたら、感想を指定用紙に書き、それをもとに必ず
WPA と 10 分間、外国語で話すこと。

・ Lunchtime: 昼休みに食事しながら話す
2. STEP-OUT： ワールドプラザを一時退出するときは、受付で
WPA に学生証を見せてください。STEP-OUT は 1 回のみ可能
です。
3. STEP-IN： STEP-OUT の手続きをした後で再入室するときは、
受付で WPA に学生証を見せてください。
4. SIGN-OUT： 退出するときは、受付で WPA に学生証を見せて
ください。30 分ごとにスタンプカードにスタンプを一つもら
えます。

★ 日本語を使わない
留学生など日本語を母語としない人たちにとって
日本語は外国語ですが、ワールドプラザでは日本
語は使えません。日本語を練習したい人はジャパ
ンプラザを利用してください。
これらのルールはワールドプラザをうまく機能させるた
めに不可欠です。これらを守らない人には退室していただ
きます。ルールを守って、外国語でのコミュニケーション
を楽しみましょう！

Welcome to the World Plaza
Operated by the Foreign Language Education Center

The World Plaza is a place to practice foreign language
skills. Visit the World Plaza and communicate with other
visitors and the World Plaza Assistants (WPAs) in a foreign
language. It does not matter if you are skilled or not. What
matters is your willingness to use foreign language.
How to Use the World Plaza
1. SIGN-IN: When you sign in, please show WPAs your
student ID and tell them what you want to do. Choose
one of the following options:
・ Interactive Learning
・ Chat
・ DVD/TV
・ Lunchtime
2. STEP-OUT: When you step out briefly, please show WPAs
your student ID. You can step out only once per visit.
3. STEP-IN: When you step in, please show WPAs your
student ID.
4. SIGN-OUT: When you sign out, please show WPAs your
student ID. You can get a stamp on your WP stamp card
for every 30 minutes of stay.

Notice
Food: You can eat food only during lunchtime (12:35-13:30).
・ Please do not keep seats for friends.
・ Please eat at the table. Do not eat on the sofa, at
the computer desk, or on the floor.
・ Please do not bring soup or cup of noodles.
Drink: Only drinks with caps are allowed.
Telephone: Please do not talk on your smartphone or cell
phone.

Two Rules

★ Use Foreign Language
Use foreign language all the time in the World
Plaza.

★ Do not Use Japanese
For those of you whose first language is not
Japanese, Japanese is a foreign language.
But you cannot use Japanese in the World
Plaza. If you want to practice Japanese,
please go to the Japan Plaza.
These rules are essential for maintaining a
comfortable learning environment. If you do not
follow the rules, you may be asked to leave. Follow
the rules and enjoy communicating in a foreign
language!

