
滋賀大学
Academic Express3使用マニュアル



②「滋賀大学英語E-ラーニングシステム」
をクリック

「Academic Express3」は滋賀大学ホームページからログインできます
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①滋賀大学HPトップページから
「学生生活と進路」をクリック
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トップページのバナーからもアクセスできます。

バナーをクリックすると下の画面になります。
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「滋賀大学英語E-ラーニングシステム」

クリックすると、ログイン画面に移動します

操作マニュアルはPDFファイルで用意しています



1.しがだいIDとパスワードを入力して、ログインをクリック。

 その際、「しがだいID」にチェックが入っている事を確認。
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ログインするとHome画面が表示されます。
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学習を始めるにあたり、
まずは自分の実力を
測ってみましょう。
「Placement Quiz」
をクリック！

※画面左側にメニュー画面が表示されています。

左から、
「お知らせ」
「学習カレンダー」
「設定」(ログイン情
報が表示)
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2.終わったら、スコアとレベルが表示される。

1.受験すると、問題が始まり、

「Placement Quiz」について
画面で、「単語」「文法」「リーディング」「リスニング」のそれぞれの項目で「受験する」を選択し、
問題を解きます。終了すると、あなたのScoreとLevelが表示されます。



「Placement Quiz」について
「Placement Quiz」を受験すると、「お薦めのBOOK」が表示されます。この中から、勉強したい本
を選択すると、画面が切り替わり、学習することができます。

「お薦めのBOOK」
から１冊をクリッ
ク！
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「Placement Quiz」について
初は、「未仕分け」になっている単語を「知っている」「知らない」に仕分けします。

まずは「学習する」を
クリックしてください。
画面が切り替わります。

① 「仕分け」のところで、①「学習する」をクリックし、
「知っている」と「知らない」に仕分け、その後、それぞ
れ「ドリル」と「定着」のところで②「学習する」を選択。
学習を進め、より理解を深めます。

② ②



「Placement Quiz」について
①「仕分け」の「学習する」をクリックした場合。
仕分けするための問題が表示されるので、クリックして、回答を選択していきます。
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回答すると、１０問ごとに、解答が表示されます。
解答では、正誤と発音などの説明があります。
「続ける」をクリックして、学習を進めていきますが、途中で、
「終了」することもできます。

※知らない単語や間違った単語は「マイチェック」に
チェックを入れておくと、後から学習できます。



「Placement Quiz」について
「終了」をクリックすると、「仕分け」画面に戻ります。
それぞれ仕分けされたので、できなかった単語が一目でわかります。また、「マイチェック」した
単語は、クリックすると、問題画面が表示され、再度学習できます。
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「Home」画面に戻ると、学習した時間が表示され、仕分けした単語のう
ち、「知っている」単語の数が表示されます。
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「学習マイレージ」は、このシステムで学習
した後に表示されるポイント(マイル)です。マ
イルは活動ごとにポイントが異なります。

①「Placement  
Quiz」で自分のレベ
ルを測定した後は、
②メニュー画面の
「Training Bank」
から自分のレベルに
あった問題でトレー
ニングを開始します。
また「英語道場」で
リスニング力を鍛え
ましょう。

①

②



「Training Bank」には、「Vocabulary Bank」「Grammar Bank」
「Reading Bank」「Listening Bank」があります。学習したいジャンルから
テキストを選んで学習できます。
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学習途中の本の「clip」を
選択しておくと、
「Home」画面下部の学
習クリップに表示されま
す。たくさんの本の中か
ら、毎回本を探さなくて
よいので、便利です。



「Vocabulary Bank」
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Vocabulary Bankは、単語の意味
とスペル学習ができる単語学習帳
です。学習レベルや目的に合わせ
た単語帳を自由に選択してくださ
い。学習の記録はすべて記録され、
他の教材とも連動し、自分の知っ
ている単語数を集計できるように
なっています。「ドリル」・「定
着」を繰り返すことで知っている
語彙の数をより正確に把握できま
すので、隙間時間などを活用して
学習していきましょう。



「Grammar Bank」
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Grammar Bankは学習レ
ベル・目的別に編集した
文法問題を5000問以上取
り揃えています。並び替
えや空所補充問題を通じ
て、文法問題を学び、さ
らに「別冊」を利用する
ことで、語彙やディク
テーションによる学びと
連動することができます。
テストスコアが伸び悩む
場合は、このGrammar 
Bankを集中的に学習して
いただく事をお勧めしま
す。

「学習する」で問題を解
き、「できた」「できな
い」に仕分けて、学習を
進めていきます。
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Reading Bankでは
TOEFL/TOEIC/IELTSなどでも利
用される問題形式を豊富に準
備しました。リーディング問
題には人文科学や自然科学、
社会科学などのカテゴリで分
野に即した学びを深めること
ができます。また、速読のス
キルや文脈理解、文章の論理
的思考力を問う内容などを学
ぶことができますので実務に
役立つ力を身に着けることが
できるようになります。また、
教材ごとに知っている語彙数
などを確認できるのでレベル
に見合った語彙力があるかを
素早く確認することができま
す。

「Reading Bank」



「Listening Bank」
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Listening BankもReading Bank
同様TOEFL/TOEIC/IELTSなどで用
いられる問題形式の設問を豊富に
準備しました。リスニング問題は
ビジネスや大学での生活をイメー
ジした問題群なので身近な話題と
して取り組むことができます。
また、ディクテーション問題など
との組み合わせで細部にこだわる
学習にも対応しています。
音声問題については、解説のスク
リプトを読む前に何度も繰り返し
て音声を確かめてみましょう。

「学習する」でリスニング問題
を解き、「できた」「できな
い」に仕分けて、学習を進めて
いきます。



「英語道場」→「リスニング道場」・・・「ディクタン」
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ここをクリックして始めます。

「学習する」で
リスニング問題
をタイピングし
て回答する。
「師範」を目指
そう！

「ディクタン」は聞こ
えてきた英文を正確に
タイピングする「ディ
クテーション」教材で
す。重要な構文や熟語
を含んだセンテンスを
丸ごと覚えることで、
リスニング力だけでな
く文法力やライティン
グ力も高めることがで
きます。タイピングの
練習にもなるので、PC
に慣れていない人は、
ぜひこちらを活用して
ください。
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「リスタン」は聞き取
れた語句だけを書き出
しながらリスニングの
内容を類推していくド
リルです。
聞き取れた語句の数を
競うのではなく内容理
解の確度を高めるト
レーニングですので、
書けない単語があって
も、少しずつアウト
プットを増やしていく
ことで徐々に英語力を
高めることができます。

「英語道場」→「リスニング道場」・・・「リスタン」

「０％」または「絵
柄」をクリックして、
リスニング問題を聞き、
タイピングして回答す
る。「師範」を目指そ
う！
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「週刊！英語ドリル」は文法問題やリーディング問題、ディクテーション問題などが１週間単位で
切り替わっていきます。５分程度で回答できるので、学習を習慣化させるためのツールとしてご利
用下さい。

詳細な解説付きで、正誤を
分かり易く説明。繰り返し、
挑戦できます。

1.ディクテーション
ゲーム感覚で出来るディク
テーションです。リスニング
の練習として、さらに基本構
文や基本フレーズを身につけ
るのに役立ちます。
2.ザ・文法
「基礎文法」と「文法」の２
つのレベルが用意されていま
す。過去に勉強した文法の確
認をするのに 適です。
3.ザ・速読
TOEFLのように読む量の多い
Testにチャレンジするには、
特に「速読力」を高めること
が肝心です。「ザ・速読」は
速読の習慣をつけるのに役立
ちます。
4.ザ・単語力
当然のことながら、語彙を増
やすことはリーディングの力
をアップさせるために必要な
事です。



「My Portfolio」で英語学習を自己分析
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「Academic Express3」は、
システムを通じて学習した時
間や取り組んだ数など様々な
視点で情報をデータ化してい
ます。そのデータは図のよう
に学習者の学習傾向や目標へ
の到達度などわかりやすく表
現しています。この情報から、
自分の学習の傾向弱点の洗い
出し、学習成果の到達状況な
どを確認することで自律的な
学習につなげています。
また、自己解決できない場合
でも、これらの情報を元に先
生等に質問することで、今後
の学習方針について相談する
こともスムーズに行えます。
ぜひ、学習の振り返りツール
として、「My Portfolio」を活
用してください。
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番外編 ～Selected Trainingについて～

課題が出されると下のような画面が出ます。
各項目を選んで、課題にチャレンジしてみましょう。
課題の期限もあるので、期限内に終わらせましょう。

Selected Trainingはクラスの先生から出される課題です。
先生がカスタムした課題を解くことが出来ます。
(先生のいるクラスに所属しない限り、出題されることはありません。)


