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コメディーショー SALCのFacebook

 岡　広樹（APS３回生）

　皆さんはSALCを利用し
たことがありますか？私は、
ほぼ毎日SALCへ行き英語
だけでなく、日本語も使っ
て国籍を問わず、たくさんの
方 と々交流をしています。実
をいうと、私は、社会人で３
年生からの編入生として、こ
の学校でお世話になってい
ます。私は、高校を卒業して
すぐに今の企業に就職をし、13年目を迎えました。
私の仕事は、お客さまと交流することが多く日本の
お客さまはもちろん、外国のお客さまにもかかわりの
ある職種です。
　私の職種はさておき、私が、なぜSALCに行くよう
になったのか。一番の理由は自分の英語力のなさを
痛感したことから始まりました。言い訳ではありませ
んが、高校では、ほとんど勉強もせず、部活に明け
暮れる毎日でした。それから、企業に入社しました
が仕事を覚えることで精いっぱい。しかしながら、
会社から大学に行き勉強をするという機会を与えて
いただきました。
　APUに入学し、一番の壁にぶつかったのが英語
でした。大学の勉強は、自分で追及をしていけばい
くほど深みがでて、知識が深まっていくものだと私
の中では認識していました。しかしながら、英語は
別でした。ガイダンスは日英両言語、英語になったと
たんに何を言っているかわからない。自分の脳が、
英語を日本語に翻訳し始めるのです。最初のクラス
はもちろん初級クラスでしたが、その初級クラスでも
英語を聞き取れない、読めない、書けない、そして
話せないということの４拍子揃った状態でした。
　致命的にしたものが英語初級Aの授業。先生の
言っていることがHelloとSee youしか聞き取れな
かったということが自分自身の中で本当にショック
でした。「このままではまずい」ということで、勇気
をもってSALCの扉を開けました。しかしながら、
SALCの説明をしてくださったPA（Peer Advisor）
は英語で説明していたため、ほかに説明を聞いてい
る人の真似をして聞くフリ、笑っている人に合わせて
愛想笑いという始末。すべてが終わった後に、日本
語でもう一度説明していただきました。あの時の悔
しさは今でも忘れません。
　しかし、英語PAをはじめ、SALCに常駐している

英語学習アドバイザーの先生方は、必ずサポートし
ますから一緒にがんばりましょうと言ってくれ、その
言葉を信じ、来る日も来る日も必ず、また来てねと声
をかけてくれました。めげずに通い続けると、英語
を聞くことに慣れてきました。慣れると、英語で返答
ができるようになりました。そのうち、英語で聞かれ
たことが、英語で考えられるようになりました。これ
は、英語PAをはじめSALCに来ている生徒さん達が
自然に作り出してくださっている環境だと思います。
　最後になりますが、優れた英語の教材をお探しの
みなさん。ぜひ、一度SALCに来て実感してみてくだ
さい。英語が話せるだけでは何もならない。英語を
使って何ができるか。ということをこの場所はきっと
与えてくれると思います。SALCの扉を開けるのはあ
なた次第です。

 野口　陽央（APS４回生）

　TOEFL420点→550点
　TOEIC370点→950点
（現在はTOEIC勉強サー
クルの代表）
　私は中学・高校６年間
はアメフトしかせず、APU
入学時にはbe動詞がわか
らなかったような学生でし

た。英語クラスでは英語で話さなくてはいけない不
安と恐怖で、高校の英語の先生に電話で相談した
ことがありました。そんな時に転機が訪れました。
YouTubeで、偶然イラン系アメリカ人の芸人のショー
を見つけ、それを見た時に英語で話しているから全
く理解出来ないけど、何か面白いこと言っているの
だろうなと思いました。しかし、お笑いなら私でも理
解できるだろう。だってお笑いだもん。観客のよう
に、同じタイミングで笑いたい。英語を理解して笑い
たいという気持ちが強くなり、それから英語でお笑
いを理解したいという目的を持つようになりました。
そしてその手段として、英語を勉強しようと思いまし
た。この体験談では私がかつて利用したSALCでの
英語学習方法を教えたいと思います。私がお勧めす
るのは、SALCでの「人」を使った３つの勉強法で
す。
　１つ目は英語学習アドバイザーの利用です。私は
英語を勉強し始めた頃は何から勉強していいのか、
自分が何が分からないのかが分からない状態だっ
たので、英語学習アドバイザーの先生方に勉強法

を教わりました。学習相談では先生との話し合いの
下、私のレベルに適した教材を教えてもらい、いつま
でにどのくらい勉強をするのかということを自己学
習シートに書き出して、一週間の勉強の予定を明確
化しました。勉強の量は相談しているので無理はな
く、いつまでに何を終わらせなくてはいけないかが
はっきりしているので、勉強がとてもやりやすくなり
ました。先生方はどの方も優しく、信じられないほど
親身に相談に乗ってくれるので、相談して決めた範
囲はどんなに大変でも終わらせようと思うようになり
ました。勉強がうまくいかない時は励ましの言葉を
かけていただいたり、テストで目標の点数が取れた
時はいつも以上に褒めていただけたので、モチベー
ションを維持することが出来ました。
　２つ目は英語PAとスピーキング力を付けることで
す。英語PAとはスピーキング力を付けたい学生のた
めに、会話練習を行なってくれるSALCに勤務して
いる国際学生の学生スタッフのことを指します。私は
PAさんと１日１回は会話練習をすると決め、SALCに
通っていました。会話練習では、自分が話したいテー
マがあればそれについて話すことも出来ますし、ない
場合でもPAさんが用意したテーマで話すことが出来
ます。私が１番この会話練習をして良かった点は、単
語力が飛躍的に伸びたことです。自分が話したい内
容をうまく表現する為に事前に単語やフレーズなどを
覚えてから会話練習を行なったため、覚えた単語をす
ぐ使うことができ、自分のものにすることができまし
た。
　最後にSALC主催のイベントに参加をして欲しい
と思います。実は私が入学した当時は今のような充
実したイベントは開かれていなかったですが、現在
は発音講座やTOEFL模擬テスト等々、日々学生の
ためにとても実践的な新しい企画が運営されてい
ます。私が特にお勧めなのが発音講座です。多くの
日本人学生が英語を話す時に積極的になれないの
は、発音を非常に気にするのが理由だと思います。
この講座を機会に正しい英語の発音を学ぶことが
出来ます。是非、興味があるイベントには参加して
みてください。下記に前述したコメディーショーと
SALCのFacebookにのQRコード貼っておくので、興
味ある方はご覧になってください。

SALC 体験談 「SALCの扉を開けるのはあなた次第です」
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①

English PAs

SALCアクティビティスケジュール
SALC Activity Schedule

Q1
4/27

・
5/4

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）

Q2
6/22

・
6/29

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）

受付デスク
SALCの使い方がわから
なくても大丈夫！SALCコ
ンシェルジェがSALCの
活用方法を丁寧に教えて
くれますよ。英語PAとの
スピーキング練習・ライテ
ィングサポート・英語学習
アドバイザーとの予約も
ここで取れます。

TOEFL/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。

Want to pass the Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT)? Want to learn more kanji? Want to 
enjoy Japanese comics? At the SALC, you can learn 
Japanese that you use in class while opening the door 
to a world of Japanese you won't find in any textbook. 

英語学習アドバイザーデスク
英語が上手になりたいけど、どうやって勉
強したらいいのかわからない。どの教材
が私にとって効果的？ 伸び悩み状態が
続いていて打開策を探している。そんな
あなたのためのアドバイスデスクです。

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。

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

国内学生と国際学生が交流することができるようなアクティビティを英語
と日本語で行っています。詳細はキャンパスターミナルに掲載しますので、
興味がある人は確認をしてください。

We hold 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.

上記以外にも追加でアクティビティが増える場合があります。詳細について
はキャンパスターミナルを確認してください。

Additional activities may be held so please reter to the Campus 
Terminal for  details.

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、難易度別の多読本
があるので大丈夫。TOEFLのスコアを上げ
たいなら、National Geographicの多読本
を読んで、対応するリーディング問題を解く
勉強法がお勧めです。

③
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②

④

SEA(Student Exchange Advisor)Desk

ボードゲーム

Japanese PAs

Reception 
Desk
Even if you don’t know how 
to use the SALC, just come 
in.  A SALC PA is here to 
help you.
You can make a 
reservation here for 
Japanese practice with a 
Japanese PA.

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。
There 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.

Wishing 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。
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.

英語でMangaを読んだことがありますか。
Mangaには使える表現が満載です！ 国際学生
さんが日本語の漫画で日本語を習得したよう
に、Mangaを英語で楽しみながら英語が使え
るようになりませんか。

学生留学アドバイザーデスク
交換留学生として海外の大学に半年から１年間留学をした先輩があな
たの質問に優しく答えてくれます。
Senior students who went on study abroad programs for 6 months 
to 1 year can answer your questions on student exchange program.

SALCには、英語を練習するためのボードゲー
ムがこんなにあります。ぜひお友達やPAと遊
んでみてください。

Japanese 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.

英語ニュース
本場の英語ニュースで英語のシャワーを浴びま
せんか。SALCでは常時英語ニュースが流れて
います。英語が上手になるには、まず英語に触
れる量を増やし、英語に慣れることです。空き時
間はSALCに来て、英語力＆時事問題を語る力
の向上を目指しませんか。

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

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 dr ink allowed. Note: Drinks are allowed only in the Intercultural Exchange Space.

SALC Rules
利用ルール

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

SALC Schedule 　スケジュール

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限～６限）
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Saunders 美里 先生
　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。

沖本 明美 先生
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございま
す。APUには皆さんの潜在能力を宝物に変える
環境があります。それを活用するかどうかは、あ
なた次第。少しだけ勇気を出して、SALCに足を踏
み入れてください。私たち、英語学習アドバイザーが皆さ
んの英語学習を加速させるお手伝いをしています。
　「英語の授業で困っている。」「英語の勉強を頑張り
たい気持ちはあるけど、どの教材をどのように使って勉
強したらいいのかわからない。」「自分なりに頑張って
はいるけど、このやり方でいいのか不安。」「英語の勉
強の先に何があるのかを考えたい」トピックは何でもOK
です。SALCで一緒に心躍る未来の夢を描き、アクショ
ンプランを考えましょう！

　  衛藤 智子 先生
　これまでにイギリスと中国に留学し、両言語を学んできました。趣味は写真を
撮ることと町歩きです。「英語力をつけたいけれど、何から手をつけたら良いの
かわからない」、「一緒に勉強する仲間を見つけたいが、どこで見つけたら良いか
わからない」などの言語学習に関わる悩みはSALCの学習アドバイザーデスクで是非一緒 
に考えましょう。まずは一度、お気軽に声をかけて下さい。

英語学習アドバイザー紹介

① Rabina
② Travelling, reading, 
watching movies
③ Let's make learning 
English fun and 
interesting. Visit us in the SALC!

① Ruby
② Reading, cooking, 
traveling and spending 
time with loved ones. 
③ The SALC is inviting 
you to a party where you can 
freely explore, exercise and enhance 
your English abilities. Let's visit the 
SALC and have fun together! 

① Victor
② Violinist, Guitarist, 
Traveler, Language 
Enthusiast
③  It looks like you have 
found your way to this newsletter 
so why not head down to the SALC, 
speak with us and practice your 
English in person.

① Putt
② Traveling, baking, 
learning new languages, 
watching movies
③ Let’s have a memorable time 
together in the SALC!

① Tara
② Horseback riding, 
tennis, traveling, cooking
③ Come meet me in the 
SALC and we can have fun using 
English together!

① Wind
② Making Do-It-Yourself 
(DIY) projects, cooking 
and travelling
③ Don't ever be afraid to learn 
English in the SALC because as 
Ludwig Wittgenstein said, “The 
limits of your language means the 
limits of your world.” 

① Lily
② Driving, writing and 
swimming
③ Let's learn how to learn 
English together in the SALC!

① Pie
② Reading comics, 
learning languages and 
playing my ukulele
③ Come visit us anytime at the SALC 
and see how fun English can be!

① Blessing
② Reading, learning 
languages, writing
③ Let's have a great time 
at the SALC!

① Eric
② Reading, watching TV 
and meeting new people.
③ Let's meet in the SALC 
and let's have fun studying 
English together! 

① Amin
② Playing billiards, 
talking to new people, 
learning new things 
③ “One language sets you 
in a corridor for life; two languages 
open every door along the way.” Are 
you ready to improve your English? 
Let’s enjoy learning English together 
in the SALC! 

① Pooja
② Reading, singing and 
cooking 
③ Let's enjoy improving 
our English skills together! 

① Aki 
② Photography, 
travelling, meeting new 
people
③ Come to the SALC, so that we 
can learn English together in a fun 
way!

① Rina
② Watching movies, 
doodling
③ Come and explore 
the SALC, so we can enjoy 
English together! Looking forward 
to seeing you!

①安藤絢音／Ayane Ando
②岐阜県／Gifu
③料理／Cooking
④ぜひ来てください。一緒に頑張り
ましょう！
Please come to see me.  I'll help your study!

①高橋成二／Seiji Takahashi 
②兵庫県／Hyogo
③言語学習（中国語、英語）／
Learning languages（Mandarin, 
English）
④日本語のサポートはもちろん、みな
さんが体験した色んな経験を聞くことが と
ても楽しみです。どんなことでも良いのでとりあえ
ずサルクに来て一緒に話しましょう！サルクPAみ
んなでお待ちしています。
I look forward to listening to your stories 
and experiences and of course supporting 
Japanese learning. Just come to the SALC and 
share anything you like ! All the SALC PAs 
are waiting for you.

①廣瀬優那／Yuna Hirose
こんにちは！　埼玉県出身の廣瀬
優那です。埼玉県は何もないことで
有名なのですが、東京には近いです
よ̂ ^ 趣味は映画鑑賞で、特に80年代
の映画が好きです。また、最近はよくKPOPの音
楽を聴きます。私の今までの経験を生かして皆さ
んの学習の手助けができるように頑張ります！よ
ろしくお願いします。
Hello!　My name is Hirose Yuna, and I am 
originally from Saitama, Japan. Actually, 
my hometown is famous for nothing, but it 
is close to Tokyo.̂ ^ My hobby is to watch 
movies, especially 80’s movies. And also, I 
recently become interested in K-POP music. 
I will do my best to help you all by using my 
experiences. Nice to meet you all!

①小平英紀(Fabio)／Hidenori Kodaira
②東京／Tokyo
③テニス、卓球、言語学習（最
近はスペイン語）／Playing 
tennis, Table tennis, Leaning 
Languages(Spanish currently)
④皆さん、こんにちは！この春から
SALCで日本語PAをやらせていただきます。皆さ
んの言語学習を少しでもお手伝いさせていただ
きたいと思います。気軽に寄ってください！
Hey, guys! I will help you guys acquire 
Japanese as a PA. Why don’t we have fun 
with learning Japanese!

①塩谷 海衣／Mii Shionoya
こんにちは。この度SALCの日本語
PAになりました塩谷 海衣（しおの
や みい）と申します。学部はAPMで、
出身は東京です。趣味は、料理や食べること、旅
行、そして新しい人に会うことです。
SALCでたくさんの人に会い、日本語学習のお手
伝いができることを楽しみにしています。気軽に
声をかけてくださいね。よろしくお願いします。
Hello everyone. My name is Mii Shionoya. 
Please call me Mii! I'm from Tokyo, Japan and 
I'm an APM student.
My hobbies are cooking, eating, traveling and 
meeting new people.
I hope I can meet a lot of people in SALC 
and I hope to help a lot of people learning 
Japanese. Please feel free to talk to me!!

①萬井陽大／Akihiro Mani
②千葉／Chiba
③旅行、サッカー／travel, football
④春セメスターから、日本語PAに
なります！明るく、元気、全力で、皆さ
んの日本語をサポートします！頑張りましょう！
I've become a PA starting this semester and I 
would like to support you with Japanese with 
my bright and energetic spirit. Come to me if 
you have any issues with your Japanese!

①野越 玲奈／Rena Nogoshi 
こんにちは、大阪出身の野越 玲奈で
す。大阪に住んでいたときはピアノを
弾くことが趣味でしたが、別府の家に
はピアノがないので、最近は映画を見ること
が趣味になりました。日本語は難しいかもしれま
せんが、一緒に楽しく勉強しましょう！私は大阪出
身なので、もし興味があれば関西弁も教えます！
Hello, I am Rena Nogoshi from Osaka.When 
I was in Osaka, my hobby was playing the 
piano, but I don't have one here in Beppu, 
so my current hobby is watching movies. 
Leaning Japanese might be hard for you, but 
I want you to enjoy leaning it. Let’s enjoy 
studying Japanese together! Also, since I am 
from Osaka, if you are interested, I can teach 
you Kansai dialect!

①野口暁貴／Toshiki Noguchi
②東京／Tokyo
③ サッカー、読 書 、コーヒー／
Football, Reading books, Coffee
④日本語がしっかり使えると、できる
ことの幅がグンと広がります。一緒に
楽しく勉強して、本物の日本語力を身に
つけましょう！
If you can use Japanese properly, the range of 
things you can do will expand magnificently. 
Why don't we all study together and learn to 
speak REAL Japanese!!!
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