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Come to the SALC. You will learn more than language itself.
JIN Xiao

(3rd year / China)

Personally speaking, when I first
came to APU, I was worried about
my life here. This is because I
am an English-basis student and I
didn’t know Japanese before I came
to Japan. Therefore, the language
barrier became a huge problem
for me both in my academic study
and daily life. One day, after my
class finished, I walked past the
SALC and noticed it was filled with
students. I was very curious, what is
this place? I entered the SALC and
talked with the PAs inside. From

our conversation I realized that
the SALC is a multicultural place
where PAs from different cultural
backgrounds work with students to
help them improve their language
skills. Through talking with these
PAs, we can learn about different
cultures and we are able to learn
different languages as well.
From that day, I came to the SALC
approximately 1-2 times per week.
At first, I wanted my Japanese to
improve as quickly as possible.
Therefore, I talked in Japanese
with PAs and Japanese students as
much as possible. All the PAs and
SALC staff are very friendly and
they are always willing to help each
student who is seeking language
support. In my experience, my oral
Japanese improved a lot during my
conversations with PAs and I learnt

a lot about Japanese culture and
history. In addition, PAs also helped
me with some of the difficulties I
was having in Japanese-basis lecture
classes and gave good advice about
life in Japan. In the SALC, I also
made new Japanese friends and
friends from all over the world.
Through talking with them, I felt my
beliefs changed a lot and realized
more about how different we are.
At the same time, my appreciation
of cultural diversity increased and
it made me think more objectively
about the world. In short, I had
many pleasant experiences in the
SALC. If you come to the SALC,
you will learn more than language
itself!

SALCで言語だけでなく多くのことを学ぼう
JIN Xiao

（3回生／中国）

APUに入学した当時、私は大学での
生活が心配でした。それは、私が英語
基準学生であり、日本に来るまで日本
語を知らなかったからです。そして、こ
の言語の壁は私の学修と日常生活の両
方で大きな問題になりました。そんなあ
る日、授業が終わった後にSALCの側
を通り過ぎたとき、SALCの中にたくさ
んの学生がいることに気付きました。
いったいこの場所は何だろうと不思議
に思いました。そしてSA LCの中に入
り、そこにいたPAさんたちと話をしまし
た。彼らとの会話で、SALCという場所
が、様々な文化的背景を持ったPAさん

が、言語の力を伸ばしたいと考えてい
る学生をサポートしてくれる多文化学修
環境であるということを知りました。こ
こでPAさんたちと話すことによって、私
たちは異なる文化や言語を学ぶことが
できます。
その日から、私は週に1～2回SALC
に通うことにしました。まず、できるだ
け早く日本語の力を伸ばしたいと思い
ました。そしてPAさんや日本人の学生
とできる限りたくさん話しました。PAさ
んやSALCのスタッフはみんなフレンド
リーで、言語学習のサポートが必要な
学生ひとりひとりをいつもサポートして
くれます。私の経験から言えば、PAさん
と話すことによって日本語の会話能力
（1）

がとても伸び、日本の文化や歴史も学
ぶことができました。また、PAさんは、
私が日本語開講の授業を受けるときに
抱えていた困難について手助けをしてく
れたり、日本の生活に役立つアドバイス
をくれたりしました。SALCで私は、日
本人や世界各地から来ている学生と友
達になりました。彼らと話すことで、自
分のこれまでの考え方が変化し、私た
ちがいかに違っているのかということを
より感じました。同時に、文化的多様性
への理解が増して、世界についてより客
観的に考えるようになりました。このよ
うに、私はSALCでたくさんの有意義な
経験をすることができました。あなたも
SALCに来たら、言語だけでなく多くの
ことを学ぶことができますよ！

S e l f - A c c e s s

英語 PAs
①Name

①

②Hobbies

③Message

Haley

② Dancing hula, baking,
traveling
③ Let's meet in the SALC
and discover new and fun ways
to learn English together!

①

Ha My

② Drawing, reading and
traveling
③ It doesn't matter how
slowly you go as long as you do not stop.

①

Anuka

② Singing, reading,
watching Anime and good
movies, and then having
discussions about these
movies and readings and the
various concepts they used.
③ Come visit us at the SALC anytime,
and let's work together in finding the
best and most enjoyable way for you to
learn the English language.

①

L e a r n i n g

C e n t e r

Micah

①

② Board games, video
games, and sports
③ Here at the SALC, it's
ok to mess up, it's ok to not
understand something. This isn't class
where every missed point is a lower
grade. This is the SALC where every
missed point is just one more thing we
can learn together!

①

Ishtiaque

② Painting, Sketching,
Reading, Soccer,
Weightlifting, Graphic
designing.
③ Come and join us to improve your
English in a fun and exciting way! We
are waiting for you at the SALC!

①

Kalpana

② Reading, travelling,
running
③ When people tell me,
English is difficult, I show my
dimple, English is simple. Come let’s
make learning English fun and easy!

英語学習アドバイザー

Sushim

② Photography, Reading
books and Painting
③ SALC is not a scary place.
It’s a wonderful place filled
with wonderful humans who are waiting
to give you a wonderful experience.

①

Thevu

② Reading, watching TV,
listening to oldies music
③ I hope we can make
learning English fun and
interesting!

①

Anahata

② Reading, watching
movies
③ The SALC is a great
place for you to learn and
grow. Don’t be afraid to learn and we are
waiting for you!

①

Khai

② Photography, playing
with kids, learning
psychology
③ When you enjoy yourself,
you can speak English comfortably.
SALC is a great place to practice
language and have fun with everyone.

New!

衛藤 智子

眞邉 昌一

これまでにイギリスと中国に留学し、英語と中国語を学
んできました。アドバイジングの得意分野は、Progress
TestとTOEFL ITP Testです。
「それぞれのテストの重要
性はわかってはいるけれど、どう勉強したら良いのかわからない」…そ
んな悩みは、SALCの学習アドバイジングデスクで是非一緒に解決しま
しょう。まずは一度、声をかけて下さい。

アメリカ滞在中に、バイリンガルの子供に英語や日本語
を教えるかたわら、現地で通訳や翻訳の仕事もしていま
した。英語初心者から英検1級まで様々な人に教えた経験
があります。英語はできますが、韓国語は何年やっても初心者です。語
学苦手な人の気持ちもわかると思いますので、安心して色々質問しに来
てください！

Abidemi Bankole

Lindsay Mack

Come to the SALC, and let’
s talk about how to
make your independent English study time more
interesting and rewarding. We can discuss studying
English in general, studying for the TOEFL, going on exchanges,
and working abroad. Looking forward to meeting you soon!

I am one of the Coordinators of the SALC. My specialty
is academic writing and English for Academic purposes,
but I am happy to help students with any aspect of
English language learning. Some of the things we can do together are,
make a English study plan, and identify effective learning strategies
and learning resources. Please come and ask my advice about your
English learning. I look forward to working with you in the SALC.
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S e l f - A c c e s s

L e a r n i n g

C e n t e r

Japanese PAs

① 馬場 悠葵
Yuki BABA

① 酒井 日向子
Hinako Sakai

① 久保田
Yo KUBOTA

②岐阜県 / Gifu
③映画鑑賞 / Watching
movies

④初めまして、ゆうきです。みなさんの言
語学習の可能性を広げるサポートを楽し
みながらしていきたいです。ぜひSALC
でまっています！ / Nice to meet you!
I’m Yuki. I’d like to support you guys
while having fun. I’m waiting for you in
SALC.

②福岡 / Fukuoka
③ダンス / Dance
④みなさん、はじめまして。ひなこです。
これからSALCで私と楽しくお話ししましょ
う！ 空きコマの時間など、いつでも気軽に
来てくださいねー。みなさんとたくさん勉強
できるのを楽しみにしています！ / Nice to
meet you. I'm Hinako. Let's enjoy talking
at SALC. If you have free time, please
join my session!! I'm looking forward to
practicing with you!

①名前②出身地③趣味④メッセージ
①Name②Place of Origin③Hobbies④Message

窯

②北海道 / Hokkaido
③料理 / Cooking
④初めて日本語の教育に関わる機会です
が、関わることのできる学生と日本語という
ものを楽しく学びたいです！ / This is my
first time to teach Japanese, but I would
like to enjoy teaching and learning it
with students!

①森山 量太
Ryota MORIYAMA
②福岡県 / Fukuoka
③書道、音楽鑑賞 /
Calligraphy, Music appreciation
④こんにちは！ 量太です！ 一緒に言語勉
強をしましょう!! 待ってまーす！ / Hi! My
name is Ryota! Let's study languages
together!! I'm waiting for you!!

① 藤本 ニーキ
Niki Fujimoto
②神戸 / Kobe
③読書・映画鑑賞・乗馬 /
Reading books, Watching films,
Horse riding
④言語を知ることは文化を知ること、
文化を知ることは世界を知ることです。
そのお手伝いができたら嬉しいです！:)
/ To understand the language is to
understand the culture, to understand
the culture is to understand the world. It
would be my pleasure to assist you into
the world!:)

SEA

（学生留学アドバイザー）

交換留学に興味がありますか？ APU交換留学生として海
外 の 大 学で学んできた 先 輩 がSE A（Student E xchange
Advisor）としてSALCであなたの質問に優しく答えてくれます。

目標とする先輩があなたを待っています！

②福岡 / Fukuoka
③映画鑑賞、フットサル /
Watching movies, Playing futsal
④いっしょに楽しく語学を学んで行きま
しょう！ / We’re gonna improve your
Japanese skills with fun.

①森 葵
Aoi Mori
②大阪 / Osaka
③音楽鑑賞 / Listening to music
④一緒に楽しく日本語を学びましょう！
何でも相談してね！/ Let's enjoy studying
Japanese together. If you have any
questions feel free to ask.

SALCアクティビティスケジュール
10/24

Q1

11/14

APUの交換留学先は世界各国にあります。次はあなたが交換
留学生として価値観を大きく変える経験をしませんか。

① 吉瀬 翔
Sho Kichise

Q2

12/12

SALC Activity Schedule

言語パートナーを見つけよう。（水 5 限）
Would you like to take part in a SALC activity to find a language exchange
partner?（Wednesday, 5th period）

言語パートナーを見つけよう。（水 5 限）
Would you like to take part in a SALC activity to find a language exchange
partner?（Wednesday, 5th period）

SALC SNS

Saunders 美里
英語学習アドバイザーのサンダーズ 美里です。ひとえに
英語学習と言えども、どのような目標を持ち、これに対し
どれほどの英語力が必要なのかというのは千差万別です。
みなさんそれぞれに最適な英語学習方法を一緒に考え実践していきま
しょう。

SALC の最新ニュースやイベント情報は随時 SNS（facebook・
instagram）にアップしますので、ぜひアクセスしてみてください。
SALC news and events are regulary updated on our SNS
(facebook / instagram). Search “apusalc” and check the latest
information!
<Facebook>
*Search “APU SALC”
https://www.facebook.com/apu.salc/

ベンソン 華子
ニュージーランドの高校を卒業し英語を学びました。趣
味は世界各国へ旅行に行くことです。これまでに国立か
ら私立大学の学生まで、幅広く英語学習相談や留学相談
に対応してきました。「モチベーションが続かない」「英語の教材はど
れがおススメ？」など英語学習や海外に興味を持ったら、気軽に会い
に来てくださいね。
（3）

<Instagram>
*Search “apusalc”
https://www.instagram.com/apusalc

S e l f - A c c e s s

L e a r n i n g

C e n t e r

SALCにある書籍を活用してスコアアップを狙おう！
◆TOEFL編
TOEFLスコアアップの最初の鍵は文法セク
ションの得点を引き上げることにあります。
文法セクションの得点が60点取れて安定して
くると総じて他のセクションも得点が伸びる
ようになってきます。そこで文法セクションの
得点別にオススメの書籍を紹介！
①文 法セクションが45点以下の人: TOEFL
の問題集に手を出すのはまだ早い！
1. Mr. Evineの中学英文法を修了するドリ
ル（文法の基礎を固めます）
2. 総合英語フォレストFOREST（高校レベ
ルの文法は完全に押さえましょう）
②文法セクションが45点以上の人: そろそろ
TOEFLの問題に慣れていきましょう！
1. TOEFL TEST対策完全英文法 阿部
友直著（最低２周はしましょう）
2. TOEFL ITP Official Guide TO THE
TOEFL ITP TEST（実践問題です）

◆IELTS編
使えるアカデミックイングリッシュを身に着け
たい人はIELTSの勉強が役に立ちます。
まずは模 擬問題を制限 時間内で 解いてみ
て、IELTSの概要と現在の自分のレベルを把
握することから始めよう。
① I ELTS初心者（もしくは、現在Band6.0以
下）：まずは和書でしっかりと試験の傾向
と対策を頭に入れよう。
1.I ELTS実践トレーニング 木村ゆみ他著
（４技能すべての勉強に向いています）
2.新 セルフスタディーIELTS完全攻略
Anthony Allan著（Writingについての
解説・例が豊富です。）
②現在Band6.5以上：できるだけ多くの問題
にあたり、練習では自分の目標バンドより
0.5上のスコアが取れるように訓練しよう。
（本番での緊張対策）
1.Cambridge English IELTSシリーズ
SpeakingやWritingについてのアドバイスは
SALC英語学習アドバイザーデスク、 PAサ
ポートデスクで受けられます。

◆TOEIC編
将来企業の国際部門で働きたい人、就職活
動で英語スコアを活用したい人、まずは730
点を目指そう！
①基 礎力養成編：登下校中など隙間時間を
使って、必要な語彙を目から・耳から身につ
けよう。単語は一語で覚えるよりも数語ずつ
のまとまりで覚えたほうが実践的です。
1.TOEICテスト出まくりキーフレーズ 英語
工房著
2.1フレーズで2コ覚える TOEICテスト英
単語ワードコネクト 内田諭監修
②実 践編：「慣れ」が大切。制限時間を意識
して出来るだけ多くの問題を解こう。同じ
問題を何度も解くことも有効。知らなかっ
た語彙は読みと意味を確実に覚えよう。
1.TOEICテスト公式問題集 新形式問題対
応編 Educational Test Service著
2.TOEIC TEST 模試特急 新形式対策
TOEIC TEST 模試特急 新形式対策
森田鉄也著

◆まとめ ど
 のテストでも、まずは自分で解説を理解できることが自分に合ったテキスト選びの鍵です。自学に加えてSALCでのサポートを
利用し、今日の間違いを明日の得点アップのための糧にしていこう！

中国語ブース / Chinese Booth

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.

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

SALC Schedule

Location: Building F, 1st floor

スケジュール

言語自主学習センターSALC（サルク）はF棟１階

月 Mon / 火 Tue / 木 Thu / 金 Fri

2 時限

2nd period

3 時限

3rd period

4 時限

4th period

5 時限

5th period

6 時限

6th period

英語学習アドバイザー：英語学習相談
英語PA：英語スピーキング・ライティングサポート
● Japanese PA：Japanese Practice（３～６限）
●
●

左の写真をスマートフォンや
タブレットで読み込むと、
SALC から
のメッセージが見られます。
You will be able to see the message from the SALC PAs if you
place your smart phones or tablets over this photograph.

1

iPhone、
iPadはApp Store、AndroidはGoogle Playで、
（無料）をインストール。
ARアプリの「COCOAR2」

Install AR application "COCOAR2" (free software). It can be downloaded
from App Store for iPhones or iPads or Google Play for Androids.

2

「COCOAR2」
アプリを立ち上げて、
左の写真を
スキャンすると、
SALCからのメッセージが見られます。

Start "COCOAR2" and scan the photograph and you will be
able to see the message from the SALC PAs.
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