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特集：SALCの教員、TA紹介

「私達がサポー
トします。
」

ＳＡＬＣでは学習アドバイザーに気軽に相談でき、言語学習に必要な学習教材など豊富に取り揃えています。

1

豊富な教材による自主学習

3

マンツーマンレッスン

4

2

英語学習相談

英語多読本の貸し出し
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SALCの

マンガ・物語・図鑑を読んでみよう

日本語学習
サポート

マンガや物語を、
日本語で読んでみましょう。楽しみながら
若者文化を知ることができます。図鑑では日本の習慣や食
べ物、地方のことなどいろいろな情報が分かります。
マナー
や習慣について英語で説明している本もあります。

日本語の勉強は、教科書の勉強だけではありません。いろいろなところ
に利用できるリソースがあります。TAと相談しながら、日本語のリソース
を活用して、
日本語が上達する方法を見つけてください。
（CDもあります）

ＴＡと話そう

JLPTやBJTを受験する人に

TAのスピーキングサポート
（会話練習）
も始まりました。
日
本人とペラペラ話せるようになりたいけど、
ちょっとはずか
しい、
話しをするチャンスがないという人は、
まずSALCに
来てみましょう。話したいトピックを考えてきてくださいね。

JLPTやBJTを受験する人のために、
問題集をそろえました。
聴解問題の
CDもおいてあります。
貸し出しはできませんが、
友達と一緒に相談しながら
勉強してもいいでしょう。

SALC
日本語コーディネーター

片山

智子 先生

KATAYAMA Tomoko

ＳＡＬＣ日本語コ－ディネーターの片山です。日本
語クラスの国際学生、そして、もう日本語の授業を受
けていない学生のみなさん、映画やドラマになった
「ＮＡＮＡ」「砂時計」の原作をマンガで読んでみま
せんか？北国の｢北海道｣や南の島「沖縄」、日本は小
さいけれど場所によって食べ物も景色も習慣も違うの
を知っていますか？日本料理の作り方を知りたくありま
せんか？日本のビジネスマナーや歴史は？ＳＡＬＣに
は、写真や絵を使ったり、英語で説明したりしている本
もおいてあります。小説をＣＤで聞きながら読むことも
できます。
ＳＡＬＣの日本語は始まったばかりです。みなさん
のリクエストを聞いて、新しく試験対策のコーナー
ができました。会話サポートも始めました。これか
らも、ＴＡに「こんなものがあったらいい」「こん
なことをしてほしい」とリクエストを聞かせてくだ
さい。いっしょにＳＡＬＣを作っていきましょう。
すなどけい

きたぐに

おきなわ

けしき

日本語担当

渡辺

若菜 先生

WATANABE Wakana

日本での就職を考えている国際
学生のみなさん、こんにちは。今日は、就活（シューカ
ツ）に役に立つSALCについてお話しようと思いま
す。
日本語を何年も学習してきても「何か足りないな～」
と思ったことはありませんか。たくさん漢字を覚え
て、文法もわかるようになったけれども、それだけ
では、日本企業で働くための「内定を得る」ことは難
しいと思います。
企業が求める「グローバルな人材」とは、語学がで
きるとか、魅力的な個性を備えている人のことでは
ないでしょうか。しかし、それ以上に求められてい
る人は「常識があること」だと思います。
どんなに頭がいい人も、美しい人も「常識がない」と

言われれば、社会人として失格です。
「常識」とは何でしょうか。これまでは、留学生だ
からとか、日本語がまだ上手じゃないからという理
由で「常識」がなくても許されてきた面があると思い
ます。しかし、就職活動をして日本の会社で働き、
日本社会で暮らしていくためには「誰でも知っている
ことを、理解していない」というのは、非常識だと責
められます。
日本の文化習慣、ことわざ、大人としてのマナー
とふるまい。「ニッポンの常識」が、SALCの資料には
いっぱいあります。
「日本人より日本人みたい！よく知ってるよね
～！」と言われる日を目指して、ぜひ国際学生のみな
さん、SALCを活用してください。
なお就職活動で疲れた方のために、SALCでは楽し
みながら「日本社会がわかる」漫画も多数用意してい
ます。

活動などのときの話のネタにもなりますよ。ぜひ一
度読んでみてください。

内田

友希恵

UCHIDA Yukie

はじめまして！SALCで日本語の
TAをしている、２回生の内田友希
恵です。日本の文化や習慣、ほかに知
りたいことなどがあれば、いつでも気軽に聞いてく
ぼくら
ださい。私がお勧めするマンガは「僕等がいた」で
す。日本の高校や恋愛の様子が描かれています。面
白いです！第２クォーターは月曜日の６限と金曜日
の４限にTAしています。ぜひSALCに来てみてくだ
さい！

田中

麻里香

TANAKA Marika

玉木

歩

TAMAKI Ayumi

こんにちは。SALCで日本語のTA
をしている玉木歩です。APSの２回生です。日本語
のことに限らず、日本のことで困ったことや知りた
いことがあれば、いつでも聞いてくださいね。第２
クォーターは火曜日の４限にTAをしています。お勧
めの一冊は、マンガの「ちびまるこちゃん」です。笑
えるのに、心が温まる一冊で私は大好きです。ぜひ
読んでみてください。

みなさん、はじめまして！私は
SALC日本語TAをしています田中麻里香
（たなかまりか）です。これからみなさんとお話した
り、一緒に日本語を勉強するのを本当に楽しみにし
ています。私のおすすめの本は「和食の事典」です。
この本は写真や英語訳がつ
いているので大変読みやす
い本です。ぜひ、日本文化
を食から学んでみません
か。第２クォーターは木曜
日の６限です。

倉持

絢

KURAMOCHI Aya

堂坂

梨乃

DOSAKA Rino

こんにちは！木曜４限と金曜６限
担当（第２クォーター）のSALC日本語TAの堂坂梨乃
（ドウサカ リノ）です。おしゃべりが好きなので、
日本語で思う存分話したい！と思う方は、一緒にお
話ししましょう。私のお勧めは宮沢賢治という作家
です。日本でポピュラーな作家なので日本での就職
みやざわけんじ
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こんにちは。第２クォーター月曜
４限・火曜６限に日本語SALCのTA
をしている倉持 絢です。APSの３回
生です。私が昔から気に入ってるお勧めの本は、
「NANA」というマンガです。主に若い女性二人の仕事
や恋愛について描かれています。日本の若い世代の人
達には人気のあるマンガです。日本語についての質問
ももちろん大丈夫です！
ぜひ一度SALCに来てみてくださいね。
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SALCの

英語の英文添削

英語学習
サポート

より英語らしい文章が書けるようになりたい人や、
アカデ
ミック・ライティングの書き方を習得したい人にお勧めです。

Group Chat（火・木の6時限目）
5人までの小グループでChatしませんか。
トピッ
クは、
毎週変わります。

「文法」の基礎を固め、たくさん「読み」「書
き」
「聞き・話し」ながら、自信をつけましょう！

英語学習相談
「やる気はあるのに、
どうやって勉強すればいいのかわからない」
「今の自
分の勉強方法で勉強を続けていいのか不安」
「自分の英語力にぴったり
の教材はどれ？」
「多読に興味があるけど、
どのレベルの本をどういう風に
読めばいいの？」
など、
英語学習についての相談を受け付けています。
あなたも、小さな成功体験を積み重ねながら、大きな目標に向かって頑
張ってみませんか。

Miss Mack
Hello SALC users,
My name is Miss Mack and I am
pleased to be the English SALC Coordinator. The
great thing about the SALC is that you can study
what you want. If you want to work on your
listening skills you can watch a DVD, if you want
to work on your reading skills you can read a cool
American magazine. You can also schedule a time
with our fabulous TAs, Yong, Sherry, Piiya,
Ayumi, Ahm and Youna to practice speaking. I
hope that the SALC center is a place where you
can get extra support and help in English! English
classes are difficult and sometimes you need extra
help in writing or speaking, please use the SALC
center to get that help you need. I believe
everyone can become English Superstars by using
the SALC! See you at the SALC!
Sincerely,
Miss Mack

英語のスピーキング練習
「習うより慣れろ」
と言われるように、
スピーキングの上達に練
習は欠かせません。
プレゼンや面接の仕上げに、
また英会
話力アップに、
たくさん練習を積んで、
話すことに慣れましょう
！

speaking and writing.
I look forward to seeing more and more new
students use the SALC center, and I am always
thrilled to see the familiar faces of friends whom I
met through the SALC. I wish everyone success in
their language studies and hope to meet you all
through the common interest in learning other
languages.

Ayumi Tamaki
Hello! My name is Ayumi
Tamaki and I am from Japan.
Although I am Japanese, I
went to middle school in
England and graduated from an
International High School in Kyoto. My hobbies
are swimming, reading, and talking. If you are
having problems with your English homework,
reports, or application essays, please come to the
SALC! I would love to help you all! Also, if you are
interested in applying for an exchange program, I
think I can give you some helpful tips to help you
write your application essays! I am working in the
SALC every Monday and Thursday. I hope to see
you soon in the SALC!

Yong

Jindatip
Sirikunakorn

Hello, my name is Yong. I am now
21 years old (legal drinking age!) and I come from
Jeju Island in South Korea. I have been working as
a SALC TA for a little over half a year now. I am
currently in my second year, third semester and I
am currently studying in the Asia Pacific
Management Department. My hobbies are playing
guitar, writing songs, reading comics every now
and then, and video gaming .
I really love the quiet but non-strict atmosphere
of the SALC. I feel that every student can feel
relaxed in the center. There are many helpful
books in the SALC and some JLPT books that are
waiting for me to delve into. Most of all, I love how
the SALC makes my day great because I get the
opportunity to help students with their English

Hi everyone！
！
My name is Jindatip
Sirikunakorn and I am from
Thailand, a country with the
most amazing beaches! As you may
know that many Thais have really long real
names, myself included, so please just call me by
my nickname: SHERRY. I am one of the TAs here
in the SALC room.
I enjoy reading books, especially books about
different cultures and world history. Not only are
these topics incredibly fun, but also immensely
useful. They give me insight into the behavior of
people from different cultural backgrounds.
I really do enjoy working here at the SALC. When
I see people coming in with the eagerness to learn
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English it reminds me of myself when I was trying
hard to learn English. Therefore, it is ALWAYS a
pleasure for me to help you improve your
speaking, listening, and writing skills. Sadly, I am
nearing the end of my 4th year here in APU, so
this could be my last semester working here at the
SALC. I will use my time here helping as many of
you as I can. Please feel free to come talk to me
anytime!!

Youna

Hi Everybody！！
My name is Youna and I’m
from Korea. I am a 3rd year
student in APS. I love to eat
chocolate and ice cream. I enjoy
being a TA at the SALC because I can get to
know new people and speak in English. It is
always exciting to talk with you guys. You are
welcome anytime

Ahm
Hi, there. My name is Ahm and I
am from Thailand. This is my first
and last semester at the SALC.
You might have seen me as TA in
your Fundamental or Intermediate
English classes. Now I am working
also at the SALC, ready to help you improve your
spoken and written English!! I will be here every
Thursday at 5th period, if you are free then please come
talk to me!

Piiya
My name is Piiya. Nice to meet
you! I am an APS（THP）
3rd year
student. In my free time, I love
baking and having afternoon tea
with my friends. This is my
second semester as a SALC TA. One
thing I love about the SALC is the variety of material
for language learning; from TOEFL drills to Japanese
comic books. The atmosphere is alsomore comfortable
than the library. I personally prefer studying in the
SALC. Of course, let's not forget that we TAs will
always be there to assist your study.
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英語本棚…辞書・雑誌・コミック・DVD
僕のお気に入りは、
ジブリのアニメ。DVDを見たり、Film Comicsを読んだり、
こ
んな言い方をするんだ！って発見がいっぱい。多読本を読んだ後に、同じタイトル
のDVDを見るのも楽しいよ！気分によっては、DVDを先に見て、それから多読本
を読むこともあるな。SALCにあるDVDを制覇してみる？

2

日本語本棚…試験対策本・多読本・図鑑・漫画
マンガの話題で話しがはずむことって多いよね。SALCには、僕の大好きな名探
偵コナンやドラえもん、
ちびまるこちゃん、Nanaなど、人気のあるマンガがたくさ
ん置いてある♪JLPTやBJTの対策本もあるよ。SALCに来れば、
くだけた日本
語もきちんとした日本語の勉強もバッチリだね！

SALCのスケジュール（2009年春第2クォータ）
2
3
4
5

●自習はいつでもOK！

Mon 月

Tue 火

●英語学習相談

●英語学習相談

●英語学習相談

●英語学習相談

●スピーキング練習
●英文添削

●スピーキング練習
●英文添削

●スピーキング練習
●英文添削

●スピーキング練習
●英文添削

時限

●日本語学習

●日本語学習

●日本語学習

●日本語学習

時限

●英語学習相談
●スピーキング練習
●英文添削

●英語学習相談
●スピーキング練習
●英文添削

●英語学習相談
●スピーキング練習
●英文添削

●英語学習相談
●スピーキング練習
●英文添削

●英文添削
●日本語学習
●スピーキング練習

●英文添削（専用）
●日本語学習
●Group chat

●英文添削（専用）
●日本語学習
●Group chat

●英文添削
●日本語学習
●スピーキング練習

時限

Wed 水

Thu 木

Fri 金

(10：
３５ - 12:10)

時限

(12：2５ - 14:00)

(14：1５ - 15:50)

(16：0５ - 17:40)
相談は～17：00

6

時限

(17：5５ - 19:30)

●英語学習相談

●スピーキング練習

●日本語学習

月

火

木

金

2時限～6時限
(10：30～19：30)

水

●英文添削

SALCはBII棟1階

閉室
＊授業日のみ開室

ADVISER通信

英語初級と中級で、基本的なリスニング力やリーディング力を伸ばしたいと
思っている人は、Voice of Americaの英語学習者のために作られたサイ
ト
（http://www.voanews.com/specialenglish/topics_summary.cfm）

春第1クォータはあなたにとってどんな学期になりましたか。思い描いた通りの学生生活が送れた人は今まで通り
に、周りに流されてしまった人は心新たに第2クォータを過ごしてくださいね。春第2クォータのSALC開室時間も、従
来通り、
月・火・木・金の10：30～19：30です。今学期は、2時限目と5時限目
（5：00まで）
に、先着順に学習相談を受け
付けます。英語の学習方法に不安がある人は、
気軽にSALCに立ち寄ってください！
SALCの春第1クォータ・ヘビーユーザー
（利用回数上位15人）
にプレゼントを用意しています。皆さん、春第2クォー
タの上位入賞を目指して是非SALCに通ってくださいね！
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を使って練習をしてみてはどうでしょうか。
興味のある分野を、手加減のないス
ピードの英語で聞きたい人は、
ポッドキャス
トを最大限に利用してみませんか。
「英語
が目的」ではなく、
「英語は手段」になっ
てくると思いますよ！

