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Messages

SALC has Chinese booth.

知っていましたか？
Did you know?

利用者の声 ／ Voices from the SALC users
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髙橋佳奈（APM２回生）
中国語を学び始めたきっかけ
2022 年に中国の北京でオリン
ピックがあることを知り、オリ
ンピックを見に行き、現地の人
と中国語で話したいと思ったの
がきっかけの 1 つです。
SALCに行き始めた理由
中国語の発音が難しすぎる➡
授業中に上手く発音できない➡これはまずい➡先生が
授業中に最初の発音練習が大事だと言っていた。これ
が私が SALC に行き始めた理由です。要するに中国語
を上手くなりたいけど自分だけではどうにもできない
と思ったから行き始めました。
SALCの良い点
自分だけで音声を聞いて勉強することも良いことだ
と思いますが、発音はネイティブスピーカーに修正し
てもらったり、発音を生で聞いたりすることで改善さ
れたと思います。また、教科書には出てこない単語を
聞くこともできます。さらに、初めは恥ずかしさなど
もありますが、PA さんで顔見知りができると行くこ
とも楽しくなりました。
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SALCのすすめ
初めは発音を修正されまくったり、緊張したりしてつ
らいこともありましたが、PA さんたちは優しくて面白
いのでだんだん仲良くなれます！また、毎週 1 回でも 2
回でも予約することで中国語を勉強する習慣ができま
す。皆さんも中国語ブースを活用してみてください！

Do you Want to Practice Chinese?
If so, the SALC and PAs will help you!

Choi Eunkyoung (APS 2nd year)

About my Chinese Study
Hello, everyone. My name is Choi
Eunkyoung and I am a second
year student. I would like to tell
you my experience using the SALC
to study Chinese. About a year
ago, I met some Chinese friends
at A PU. Because I wa nted to
communicate with them, I started
studying Chinese on my own. I desperately wanted to
improve my Chinse so I registered for Chinse class at APU.
Luckily, I was fortunate enough to get a spot in the popular
Chinese class. In class, I enjoyed studying Chinese with
my energetic classmates and fun teacher, however, I found
Chinese characters and pronunciation really difficult.

Using the SALC Chinese Booth
Because I wanted to make my Chinese pronunciation
clearer, I started visiting the SALC Chinese booth. When
I first visited the booth, I felt embarrassed about my
low Chinese skills. I also felt uneasy and wondered if
would be able to enjoy studying Chinese with a person
I had just met. But, the Chinese PA not only taught
me Chinese, but also was very kind. They gave me
unlimited help; they corrected my pronunciation and
became my Chinese speaking practicing partner before
my speaking tests. The results of using the Chinese
booth regularly, was that I was able to learn more about
China as well as the Chinese language. Also, I was able
to gain confidence in speaking Chinese whenever I met
my Chinese teachers, classmates and PAs.
Recommendations for people studying Chinese
If you are having difficulties studying Chinese by
yourself, why not join the SALC Chinese booth and
study w it h t he PAs? Even to people who a re not
currently in a Chinese language course, if you happen
to have interest in Chinese or Chinese culture, I
recommend you visit the SALC Chinese Booth. As for
me, thanks to many people including my teachers and
SALC PAs I can now speak Chinese. Let’s feel the charm
of Chinese in the SALC!

中国語 PA ／ Chinese PAs
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辺 文婧 /BIAN Wenjing

楊 雪 /YANG Xue

李 宇寧 /Li Yuning

金 亦寒 /JIN Yihan

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

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！

人を信じよ。
しかし、その百倍も自ら
を信じよ。

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。

孔 嘉欣 /KONG Jiaxin

白 凱文 /BAI Kaiwen

曹 欣悦 /CAO Xinyue

You wanna speak
Mandarin?
Sure bro you are my man
then ～

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!

中国語を学んでいる学生
たちを手伝うのは私の喜
びで 、もしあなたの力に
なれるなら、それは私の
光栄です。

龚 家新 /GONG Jiaxin

俞 嘉月 /YU Jiayue

程 心远 /CHENG Xinyuan

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.

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
！

中国語はそれほど難しくな
い で す。All you have to
do is visit SALC.

SALC Chinese booth Schedule Building F, 1st floor
（2019 Spring Semester）
月 Mon / 火 Tue / 木 Thu / 金 Fri

3 時限

3rd period

APR.

Chinese Edition

SALC には中国語ブースがあるんです
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4 時限

4th period

5 時限

5th period

F棟１階 SALC内に
あります。

オンライン予約システムの案内
PA とのチュータリングセッション
は以下の申込リンクから予約をして
ください。
１週間前から予約が可能です。予約の
空き状況は申込画
面で確認できます。
予約者がいない場
合は、当日ウォー
クイン（予約なし）
でもセッションが
受けられます。
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