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「SALCに通い続けて半年で、夢の交換留学内定をいただきました。」

（APS 3回生）

うになりました。1日に1パートすると決めて、特に苦手な部分は何度も
読み返し、問題を解きました。最 終 的には3か月でドリルを3周しまし

期待と不安でいっぱ いの4月、私はT OE F Lの点数

た。基礎的な文法しか勉強しませんでしたが、TOEFLの文法セクショ

を上げたい、そして、英語能力を上げたいという気持ち

ンはリスニング、長文の点数を追い越すようになりました。また、入学し

で、SALCを訪れました。SALCに対する第一印象は、

たての頃は単語をバラバラにならべるように英語を話していましたが、

まさしく“英語天国”でした。数えきれないほどたくさん

勉強してからは正しい文法を使うよう意識して英語を話せるようになり

の英語教材、まるでお母さんのように温かく、的確なアドバ

ました。

イスをくださるSA LCの沖本先生、英会話などのサポートをしてくださる国

みなさんの中にも、英語を勉強したいけどどうすればよいか分 から

際学生の英語ピア･アドバイザー（英語PA）など、こんなにも恵まれた英語

ない…という人がいるかもしれません。そういう人はまず、英語学習相

学習環 境を初めて目の当たりにしました。私は一日目にSA L Cを訪れて確

談で勉強法を相談して、学習に取り組むことをおすすめします。

信しました。
“SA L Cに通えば、確実に英語能力を伸ばせる！”そして誓い
ました。
“この恵まれた環境を生かさない手はない！毎日SALCに通って、
交換留学を目指そう”と。

岩ヶ谷美夏

その次の日から、空き時間があればSALCに行って英語学習をする毎日
が始まりました。時には友達から、いつも英語勉強ばかりでつまらないだろ

私は1回生のころからSA L Cの場所を知っていま

うと聞かれたこともありました。英語学習に疲れてしまったことももちろん

したが、本 格的に通い始めたのは2回生になってか

ありました。

らでした。1回生の冬に受けたTOEFLで自己最高点

しかし、私にとってSALCに通うことは楽しみの一つになっていました。

を取ってから私のスコアが伸びなくなったからです。

TOEFLの勉強をしたり、英語PAと英会話をしたり、楽しい英語の多読本

2回生の春に2回くらいTOEFLを受けても同じくらいの

を読んだり、息抜きに洋画を見るなどしていく中で、私と英語との距離が少

スコアしか取れず、私は焦り始めたため、英語学習アドバイザーの方に

しずつ近づいていることを感じたからです。いつの間にか、SALCに行くこ

会いにSALCに行きました。そこでまず指摘していただいたのは、文法

とが私の生活の一部になっていました。SA LCは私の第二の家。SA LCが

力の弱さと語 彙の少なさでした。そこで私は高校文法の復習をするこ

開いている限り、毎日ひたすら通い続けました。高校までの“英語を勉強す

とにしました。それに加え、TOEFL英単語スピードマスターの専門用

る”感覚が、SA LCに通うことで“英語を楽しむ”という意識に変わってい

語を覚えた後に、その分野に関連する多読本を読むようにしました。ま

たのです。

た、アドバイザーに英語で書かれた子 供向けの百科事典を読むことを

SA LCに通い続けて半年で、夢の交 換留学内定をいただきました。さら

薦められたため、それにも取り組むようにしました。高校文法の復習の

にその後１年間通い続け、気付いた時にはSALCの英語教材をほとんどや

おかげでわからなかった問題が解けるようになり、多読のおかげで単

り終えて、暗記するほどになっていました。TOEFLの点数も、一度も下がる

語が定着し、百科事典のおかげでTOEFLのリーディングセクションで

ことなく順調に伸ばしていくことができ、半年間で10 0点上げることに成功

安定したスコアを取れるようになりました。これらを続けていき、夏休

しました。

み中は、きちんと自分で時間を計って、とにかく問題に取り組むように

現在、私は台湾で交 換留学をしています。毎日、英語で授業を受けて、

しました。

英語と中国語を使って生活をしています。この英語での生活に全く抵 抗を

私は何としてでも交 換留学に行きたかったため、秋のTOEF Lが最

感じることはありません。今の私があるのは、SALCに通い続けた毎日、そ

後のチャンスでした。最後のTOEFL前は毎日SALCに行き、模擬テス

して、力になってくださったSA L Cの先生や英語PAのおかげです。私を成

トの文法セクションで時間を計って解き、間違えたところは辞書を使い

長させてくれたSALCに感謝の気持ちでいっぱいです。そして、これからも

ながら自分で正しい答えを導き出し、それでもわからないときは納得で

SALCを通して、多くの国際人が世界に飛び立ってほしいと思います。

永利吏衣

（APS 3回生）

きるまでアドバイザーに質問しに行くようにしました。そして私は最後
のTOEFLで目標としていた5 0 0点を取ることができ、無事に交換留学

（APS 2回生）

へ行けることになりました。2回生になってからのあのSA LCでの頑張
りがなければ、この結果は出せなかったと思います。

私にとってS A L Cは英 語 学 習の 基 礎 作りの場で
す。私は最初に受けたTOEF Lの文法セクションの

SALCはたくさんの教材があり、的確なアドバイスを受けられる最高

点数がとても悪かったのですが、留学をしたいと考

の場所です。留学に行きたい、英語を勉強したい、様々な思いがあると

えていたのでどうにかしたいと思いました。しかし

思います。努力が人を裏切ることはありません。人間やればできます。

どのように勉強すればよいか 分 からなかったので、

実際に私は英語が初級から始まりましたが、留学が決まりました。だか

SALCに行って英語学習アドバイザーの沖本先生に英語

らこれからSALCを使おうと思っている人には強い信念を持って、学習

学習相談をしました。TOEF Lの点数を見せて文法が 苦手だと伝える

に取り組んでいってほしいと思います。

と、中学生レベルの文法ドリルをするようすすめられました。それから
毎日、授業の空き時間にはSA LCに行き、そのドリルをひたすら解くよ
（1）
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これがSAL

This is the SALC

おはよう、諸君、今回の任務は
自主学習を行い、言語能力を伸
成功を祈る。
①
●

①
●

①TOEFL/TOEICのスコアを上げたい。中学・高校の基礎をしっか
りと固めたい。英語が速く読めるようになりたい。語彙力を増強
したい。
リスニングや会話が上手になりたい。あなたの目的に合
った教材を使って、
英語力をメキメキと伸ばしましょう。
①Want to pass the Japanese Language Proficiency Test
(JLPT)? Want to learn more kanji? Want to enjoy Japanese
comics? At the SALC, you will learn Japanese that you can
use in class while opening the door to a world of Japanese
you won't ﬁnd in any textbook.

⑬
●

⑬この他にも月に1回、
国内学生と国

④英語学習アドバイザーデスク

際学生が交流することができるよ

英語が上手になりたいけど、
ど

うなアクティビティを英語と日本語

うやって勉強したらいいのか

で行っています。詳細はキャンパス

わからない。どの教材が私に

ターミナルに掲載しますので、興

とって効果的？ 伸び悩み状態

味がある人は確認をしてください。

が続いていて打開策を探して

⑬We hold monthly activities
in English and Japanese to
facilitate interaction between
domestic and international
students. Details will be posted
on the Campus Terminal, so
be sure to keep an eye out for
them if you are interested.

④
●

いる。そんなあなたのための
アドバイスデスクです。

④

⑫コミュニティボード

⑫Community Board
Would you like to look for a language partner
using the language exchange system? (This
がお互いの言語を教えあう制度）
を活用して、
言語パ
is a system where two people who speak
ートナーを探しませんか。方法は２つ。1）
SALC設置
different languages teach each other their
native language.) You can look for a language
の用紙に記入して、
言語パートナーBOXに入れる。
partner two ways. 1) Fill out the language
2) ボードの募集内容に興味を惹かれたら、
その人に
exchange form in the SALC and put it in the
連絡を取る。
"Language Partner Box," or 2) Contact a person
directly whose language partner request on the
community board interested you.

⑫
●

Language Exchange
（母国語が異なる学生同士

SALC アクティビティスケジュール ( 毎月 1 回

5/15

6/19

7/17

⑥

⑨
水曜日）

SALC Activity Schedule (Once per month on Wednesday)
4/24

①

言語パートナーを見つけよう。（5 限）

⑩
⑨
●

⑩
●

Would you like to take part in a SALC activity to ﬁnd a language
exchange partner?（5th period）

言語学習ソフトやサイトを使って語学力を高めよう。
（4 限 英語学習者対象 )

Learn to use websites to improve your Japanese language skills. (5th
period for Japanese language learners）

英語ディスカッション・日本語ディスカッション（5 限）
Enjoy language exchange discussions in English or in Japanese. (5th
period)

⑨ 英 語で本を一冊読むなんて無 理っ
て思っていませんか。SALCには、難

たい人は、
ここで予

T O E F L のスコアを上げたいなら、

⑩If you would like
with a Japanese
here.

National Geographicの多読本を

言語パートナーを見つけよう。（5 限）

読んで、
対応するリーディング問題を

Would you like to take part in a SALC activity to ﬁnd a language
exchange partner?（5th period）

（2）

⑩英語PAとスピーキ

易度別の多読本があるので大丈夫。

解く勉強法がお勧めです。
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LCだ！

③言語学習用PCが６台あります。
リスニン
グやシャドウイング・音読の練習、
DVD視
聴など、
PCを使った言語学習はこの部
屋でどうぞ。

C!

③There are 6 PCs you can use for
language learning. Feel free to use
the PC room to practice listening,
shadowing and pronunciation, or to
watch language DVDs.

はSALCに潜入し、
を伸ばすのだ。

③
●
③AP言語の学習教材を活用して、
中国語・韓国語・スペイン語・インドネシア/マレー語・
タイ語・ベトナム語の勉強を加速させましょう。

②
●

③Come use AP language study materials to accelerate your learning of
Chinese, Korean, Spanish, Malay/Indonesian, Thai or Vietnamese.

②Wishing Tree
Wishing Treeはオリーブの木。オリーブの木
の花言葉は
【平和】
と
【英知】
。あなたの言語学習

English PAs

における目標をWishing Treeに吊るしましょ
う。毎日SALCに来て、
目標を再確認しながら勉
学に励むと、
目標到達がぐっと近くなること間違
いなし。
②Wishing Tree
The Wishing Tree is an olive tree. The olive
tree stands for peace and wisdom. Why
not hang your language study goals on the
Wishing Tree? You'll surely achieve your
goals when you come to the SALC every
day and see them on the Wishing Tree.

③

②

⑤
●
⑥
●

⑤⑥英語PA
（ピア・アドバイザー）
デスク
英語クラスのスピーキングで困っている。国際学
生と英語で話したいけど勇気がない。日常会話
以上の話がしたい。国際学生の英語ピア・アドバ

⑤

イザーのサポートを活用しましょう。英文ライティ
ング力のアップには、
ライティングサポートが強
力な味方になってくれますよ。

⑦

Japanese PAs

⑫

⑦
●

⑧
⑪

⑦Japanese Peer Advisor Desk
Do you want to improve
your Japanese conversation
skills? Getting in the habit
of speaking is vital. You can
practice conversation with
Japanese students and get
used to speaking Japanese.

⑪
●

⑧
●

⑧世界中に友達を作りたいですか。
この異
文化交流スペースで、
違う国・地域の学生
さんと交流を深めませんか。多様な価値
観に出会える貴重な機会になると思いま
すよ。
⑧Want to make friends from all over
the world? Why don't you come to
the Intercultural Exchange Space and
meet some students from different
countries and regions? This is an
invaluable opportunity to meet people
with diverse values.

キング・ライティングの練習をし

予約をしてください。
to practice conversation
PA, make your reservation

⑪サルの写真が目印です。
⑪Look for the photo of the monkey.

（3）
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「私はとにかく英語漬けの一年にしようと決心し、SALCに行ってみることにしました。」

（APS 2回生）

ら続け、今ではそれまで1番できた文法よりも得意になりました。また
英語だけでなく、自分のこれからの進路や日々の悩み、モチベーション

まず始めに皆さん、英語プレイスメンステストの

の維持の仕方など私は毎日SA L Cに行く度にアドバイザーと話してい

結果はどうでしたか？予想よりできてとりあえずそ

ました。もちろんSA LCは英語学習アドバイザーだけでなく、共に夢に

の 結果に満 足な人、あまりできなくて全く満 足で

向かって努力している多くの人が集まっている場所でもあり、夢に共に

きない人、それぞれいると思います。ちなみに私は

向かっていく仲間を見つけることもできます。とにかく、SALCは言語を

TOEFL 4 2 3点で準中級の1番底辺からスタートしまし

伸ばしたい人が最大限のサポートを受けられる場所であると言えるで

た。特に私の場合はAPUの入学前講座の一つACCESSというアメリカ

しょう。

短 期留学コースに参加し、少しずつ喋れるようになって有頂天になっ

私はSALCで毎日授業がない時間と終わってからの時間に勉強をし

ていた時期だったので、余計自分の結果を情けなく感じていました。し

続け、一年間を通してTOEFLを110点あげることができました。しかし

かも周りの友 達は皆自分より点数が高く、入学後は絶対交 換留学へ行

これは誰でもできることです。つまり、大切なことはス

く！と軽く決めていた自分がとても恥ずかしくなりました。

タート時の今の点数ではなく、これからの努力

恥ずかしさと悔しさを胸に、私はとにかく大学一年目は英語漬けの

であり、SALCはそのような人たちを最大限

一年にしようと決心し、説明会で聞いたSA L Cという言 語 学習ルーム

サポートしてくれます。是非活用してみて

にとりあえず行ってみることにしました。SA LCは単なる自習室とは全

ください！

く違います。言 語 学 習のための教 材はもちろん、リスニングのための
パソコンや国際学生のピア・アドバイザー（PA）とスピーキング練習も
気軽にできます。そしてなにより英語学習アドバイザーの方が毎日いて
くれて、今の自分に1番必要な学習と教材を的確に教えてくれます。最
初、私はいざSALCに来ても、どの教材でどのように勉強していけばよ
いか 全くわからず、毎回アドバイザーのところへ行っていました。この
方法で 勉強を効率的にできるとともに、単なる自習と違い自分の今の
実力とプロセスを客観的に見ることができます。私はとにかくリスニン
グが弱かったのですが、アドバイザーに教えてもらった方法をひたす

SALC Schedule（Tentative）スケジュール（予定）
Mon 月

Tue 火

Wed 水

Thu 木

Fri 金

2 時限

・英語学習アドバイザー

3 時限

・英語PA／Japanese PA ・英語PA／Japanese PA ・英語学習アドバイザー

・英語PA／Japanese PA ・英語PA／Japanese PA

4 時限

・TOEFL勉強会
・英語学習アドバイザー
（初級・準中級レベル）
・英語PA／Japanese PA
・英語PA/Japanese PA

・TOEFL勉強会
（中級・準上級レベル）
・英語PA

・英語学習アドバイザー
・英語PA／Japanese PA

2nd period

3rd period

4th period

5 時限
6 時限
7 時限

5th period

6th period

7th period

・TOEFL勉強会
（初級・準中級レベル）

・英語学習アドバイザー

・Japanese PA

・TOEFL勉強会
（中級・準上級レベル）

・英語学習アドバイザー

・英語PA

・英語PA

・英語PA

・英語PA

・Japanese PA

・Japanese PA

・Japanese PA

・Japanese PA

・Japanese PA

・Japanese PA

・Japanese PA

・Japanese PA

次のサポートを受けることが出来ます。You will be able to receive the following support services.
●英語学習アドバイザー： 英語学習相談

●英語PA：英語スピーキング練習、英文ライティングサポート
●Japanese PA：Japanese speaking support

Location: Building F, 1st ﬂoor
言語自主学習センター
SALC（サルク）
は F 棟１階

［発行元］立命館アジア太平洋大学言語教育センター ［発行日］平成25年４月10日発行 ［印刷所］小野高速印刷株式会社
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SALC Rules 利用ルール
①本の持ち出しはできません。
②飲食は禁止です。ただし、異文化交
流スペースでのみ飲み物を飲むこと
が可能です。
①Books cannot be checked out.
②No food or drink allowed. Note: Drinks
are allowed only in the Intercultural
Exchange Space.

