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Practice Chinese with your new Chinese PA friends!
中国語 PA の新しい友達と一緒に中国語を練習しましょう！
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宇山大揮（APS 2 回生）

トではいつも高得点を取ることができました。最初は
恥ずかしさなどもあって行くことに躊躇してしまうか
もしれませんが、徐々に慣れて楽しくなってきます。
もし中国語をもっと伸ばしたいという方には、PA の
人もとても親身になって教えてくれ、中国語の理解も
さらに深まるので、ぜひ SALC に通うことをお勧めし
ます。

中国語を学び始めたきっか
け

何気なく履修した中国語Ⅰで
孔子学院のサマーキャンプが
紹介され、実際に参加し中国
に行って現地での生活や文化
を体験したことにより、中国
にもっと興味を持ったことが
きっかけです。

KEZIA Monica Lowing (APS 2nd year)
Why I wanted to use the
SALC Chinese Booth?

SALC に行き始めた理由

中国語は漢字を使っていて比較的学びやすい言語だろ
うと思ったのですが、発音がとても大事で、少しの発
音の間違いで全然通じないことを中国に行ったときに
痛感しました。そして、自分は特に声調やピンインが
苦手でネイティブスピーカーの助けを借りたいと思っ
たからです。

When I was in Chinese 1 class,
my “ lao sh i ” recom mended
us to visit the SALC Chinese
Booth to improve our language
skills. I was reluctant to visit
the booth because I thought I
could study on my own. However, two weeks after
starting Chinese 1 class, I found that my listening
skills were a complete disaster. Therefore, I wanted
to improve my weakness by visiting the SALC
and using the Chinese SALC booth. During my
first session with a Chinese Peer Advisor (PA), we

SALC の感想

SALC に通い続けたことで、実際にネイティブの人に
聞いてもらわないと自分では気づかない発音のミスが
たくさん発見でき、PA の人は間違っている発音を一
つ一つ丁寧に指摘してくれるので徐々に正しい発音を
身につけることができました。さらに、テストの対策
も一緒にしてくれるので、おかげでスピーキングテス
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discussed many things not only about the Chinese
language but also the Chinese culture. I loved
learning about the culture so now I try to visit the
Chinese booth as much as possible.

How the Chinese PAs helped me practice
Chinese

Another reason I am a frequent user of the SALC
Chinese booth, is because I do not have any Chinese
friends to talk to. Therefore, the SALC is the perfect
place to meet and talk to native Chinese speakers,
who are the PAs. The Chinese PAs are kind, gentle
and enthusiastic to teach us Chinese. I think the
most important point I have learned, is that in order
to improve your Chinese language skills, one needs
to not only attend class, but also find opportunities
outside of class to practice the language. The
SALC PA booth is an excellent chance for anyone
studying Chinese to practice speaking the language.
In conclusion, don’t be afraid if you don’t have
any Chinese friends, you can always come visit the
SALC Chinese booth and become friends with the
Chinese PAs.

中国語 PA ／ Chinese PAs

Mess

曹 欣悦 /CAO Xinyue

楊 雪 /YANG Xue

俞 嘉月 /YU Jiayue

張宝元 /ZHANG Baoyuan

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。

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！

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！

Learning is never done
without errors and defeat!
Keep going ne ∼ As
success is the sum of
small efforts, repeated.
中国語頑張りましょう！

馬婧如 /MA Jingru

羅涵 /LUO Han

馬上 /MA Shang

林有容

違う言語は人生の違う見方
です。
Come to SALC and
explore a different life!

中国語を使って、中国文化
のたからものを探しましょう
！
Let's using Chinese to
explore the treasure of
Chinese cultural!

Believe in the power in
you!
そして新しい世界への扉
を開けましょう！

/LIN Yourong

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左の申込リンクから
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。

SALC Chinese Booth Schedule Building F, 1st floor
（2019 Fall Semester）
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5 時限
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F棟１階 SALC内に
あります。

中国語を学びたい、うま
くなりたい方！出来る限り
手伝いしますので、是非
いらしてください！

中国語 PA
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