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おはよう、諸君、今回の任務はSALCに潜入し、
自主学習を行い、言語能力を伸ばすのだ。
成功を祈る。

これがSALCだ！
 This is the SALC!
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⑩英語PAとスピーキング・ライティングの練習をし
たい人は、ここで予約をしてください。

⑩If you would like to practice conversation 
with a Japanese PA, make your reservation 
here.

【アクティビティに参加をした学生の感想】

英語のアクティビティ参加者

国内学生：英語をよく使えてとても良かったと思い

ます。雰囲気もフレンドリーで楽しかったです。ま

た参加したいです。 

日本語のアクティビティ参加者

国内学生：国際学生の友達がほしいと思ったので

参加をしました。国際学生と真剣にかるた取りをし

たことが楽しかったです。今後はキャンパスで会っ

たら声をかけられるなと思いました。また参加をし

たいと思いました。

【Comments from past activity participants】

English language activity participants

International student: The event was, hands down, 

a great chance to meet new friends, speak English 

after long Japanese classes (although most of people 

there are not native speakers) and play games. 

Japanese language activity participants

International student: I joined in this activity because 

I wanted to make new friends with students from 

different countries. I also wanted to talk in Japanese 

with Japanese people because in Japanese classes, 

all the students are not native speakers of Japanese.

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 Profi ciency 
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 
fi nd in any textbook. 

④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。

⑥SEA（学生留学アドバイザー）デスク
　交換留学に興味がありますか。少しでも興味があれば、交換留

学経験者であるSEAと話しに来てください。留学準備から派遣
先での学習・生活・帰国後の就職活動のことまで相談に乗ってく
れます。

⑥Student Exchange Advisors' (SEA) Desk
　Are you interested in student exchange programs? If you 

are interested, please come and talk to the SEAs; they are 
students with actual study abroad experience.  You can 
discuss anything about study abroad with them: how to 
prepare, what living and studying at the host university is 
like, how to use your experience in your job hunt and more!

⑫コミュニティボード
　Language Exchange（母国語が異なる

学生同士がお互いの言語を教えあう制度）
を活用して、言語パートナーを探しません
か。方法は２つ。1）SALC設置の用紙に記
入して、言語パートナーBOXに入れる。2) 
ボードの募集内容に興味を惹かれたら、そ
の人に連絡を取る。

⑫Community Board
　Would you like to look for a language 

partner using the language exchange 
system? (This is a system where two 
people who speak different languages 
t e a c h  e a c h  o t h e r  t h e i r  n a t i v e 
language.) You can look for a language 
partner two ways. 1) Fi l l  out the 
language exchange form in the SALC 
and put it in the "Language Partner 
Box," or 2) Contact a person directly 
whose language partner request on the 
community board interested you.

⑬この他にも月に1回、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。

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.

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（新入荷）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。
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English PAs

Japanese PAs

⑩英語PAとスピーキング・ライティングの練習をし
たい人は、ここで予約をしてください。

⑩If you would like to practice conversation 
with a Japanese PA, make your reservation 
here.

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、エッセイの執筆な
ど、PCを使った言語学習はこの部
屋でどうぞ。

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

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.

⑤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。

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.

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. 

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

③皆さんの要望にお応えして、今年からAP言
語の学習教材もSALCで使えるようになり
ました。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。

③By popular demand, you can now use 
AP language study materials at the 
SALC. Come use the materials to 
accelerate your learning of Chinese, 
Korean, Spanish, Malay/Indonesian, 
Thai or Vietnamese.


