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SALC には中国語ブースがあるんです
SALC has Chinese booth.

利用者の声 ／ Interview for a user

中国語 PA ／ Chinese PAs

芝原のどか（APS ３回生）
　「ネイティブと中国語で話せ
るようになりたいけど、難しく
て悩んでいる…」そんな人にオ
ススメなのが、SALC の中国語
ブースです！ 私は 1 年生の時、
些細な中国への興味から中国語
の授業を受け始めました。中国
語Ⅰの時は、簡単な単語やフ
レーズを勉強し、知っている中
国語が増えていくのが嬉しかったのを覚えています。
しかし、中国語Ⅱの授業からは、実際に中国語で授業
が進み、授業についていくことに苦戦しました。ま
た、授業が進むにつれて中国語を話す機会も増えてい
き、自分のできなさに悔しく思うことが多々ありまし
た。「難しいけどせっかく勉強し始めたからには、途
中であきらめたくない…」そんなとき、中国語の先生
に薦められて足を運んだのが SALC の中国語ブースで
した。ここでは、ネイティブの学生と 1 対 1 でスピー
キングの練習や授業で分からなかったところを教えて
もらうことができます。私は、少しでも中国語を話す

習慣をつけるため、週に最低 2 回ここに通うことを決
め、通い続けました。利用を重ねるごとに少しずつ話
せるようになり、自信を持てるようになりました。そ
の結果、途中で諦めることなく 2 年間勉強し続けるこ
とができ、今では自分の思った事、考えを中国語で伝
えられるようになりました。
　実際に 1 対 1 になって中国語を話すことは、なかな
か勇気が出ないことだと思います。しかし、実際行っ
てみると PA さんはいつも優しく、同じ学生だからこ
そ話も弾み、とても楽しい時間を過ごすことができま
す。楽しみながら中国語も上手くなるなんて利用しな
いともったいないです！ 皆さんもぜひ、中国語ブー
スを利用して、楽しみながら中国語のスキルを UP さ
せましょう ! !

JEENSAE Chuthamanee (APS 3rd year)
The SALC Chinese booth first opened when I was 
in Chinese 2. Since I wanted to get a high score on 
the speaking test, I would always seek help from the 
Chinese PAs. They helped me revise my script and 
practice. I found it very helpful and practical. Usually 

I find the vocabulary words for my script on the 
internet but after checking the script with the Chinese 
PAs, I realized those words were either incorrect 
or unfit for the context. The Chinese PAs, not only 
helped me correct grammar, but they also helped me 
improve my pronunciation. As a result of working 
with the Chinese PAs, I always receive high scores 
on my speaking tests and praise from my teachers. 
I also visit the SALC Chinese booth to practice daily 
Chinese conversation outside the classroom. I can 
see a notable improvement in my speaking skills 
and an enhancement of my Chinese vocabulary bank 
and idioms. Moreover, regularly visiting the SALC 

Chinese booth, I have become 
closer to the Chinese PAs and 
we have become friends. Thank 
you Chinese PAs, for helping 
me improve my Chinese. I will 
follow my dream to master 
Chinese in the future.

方 佩瑶 /FANG Peiyao
教科書の中から外まで、より身近な中
国語に PA が導きます。

楊 雪 /YANG Xue
中国語で困った時には、ひとりで悩ま
ないで PA のところに寄ってください
ね、待ってます！

汪 俊傑 /WANG Junjie
周りの人に笑顔を見せたい、見せても
らいたい！
Smiling to everyone and hope can be 
smiled by eveyone!

沈 舒文 /SHEN Shuwen
本物の中国を一緒に発見しようか。

金 亦寒 /JIN Yihan
授業についての内容はもちろん、本物の
中国語も一緒に楽しく勉強しましょう。

白 凱文 /BAI Kaiwen
言語の限界は世界の限界であるかもしれな
い。が、その限界を一緒に超えてみませんか。
中国語は面白い！Let’s speak Chinese!

俞 嘉月 /YU Jiayue
中国文化に興味のある皆さん、一緒に
ここで楽しみながら中国語でお話しま
しょう！

李 晨熹 /Li Chenxi
中国語は美しい言語です。
一緒に勉強しましょう！

龚 家新 /GONG Jiaxin
中国語 PA としてできるだけ皆さんの
中国語の上達を手助けが出来るように
頑張ります。Chinese is not difficult.
Go for it, and do your best.

李 宇寧 /Li Yuning
人を信じよ。
しかし、その百倍も自らを信じよ。

辺 文婧 /BIAN Wenjing
Do you want to explore the magic 
world of Chinese? Let's enjoy our　
learning time in SALC! 一緒に中国語
の美しさを楽しみましょう !

孔 嘉欣 /KONG Jiaxin
You wanna speak Mandarin?
Sure bro you are my man then ～

SALC Chinese booth Schedule
（2018 Fall Semester）

月 Mon / 火 Tue / 木 Thu / 金 Fri 

3 時限
3rd period

4 時限
4th period

5 時限
5th period

Building F, 1st floor
F棟１階 SALC内に
あります。

SALC通信 2018
OCT.

紹介します
Messages from Users

PA からひとこと
Messages from PAs

このパンダが目印！
Look for this panda !

知っていましたか？
Did you know?

中国語 PA
サポートデスク

初次见面

你好


