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SALC User interviews: 
How students are making use of the SALC?
ByThi Thanh Man Nguyen (SUE)
English SALC PA

　　Since its opening, the SALC has proven to be a useful tool in assisting students 
with their language study. The center offers students a wide array of materials for 
language learning and provides them with a chance to consult with a language advisor 
and obtain speaking and writing help from English and Japanese peer advisors (PAs). 
The SALC also organizes regular activities for those who want to use and enjoy the 
learning environment. I wanted to investigate how some students have been utilizing the 
SALC. The following students have agreed to share their opinions about the SALC. 

　　Minori Toyoda must be one of the most familiar faces in the SALC. He seems to 
spend most of his time in SALC as he is often seen reading books in the Reading Zone 

or studying in the Concentration Zone. When I asked him how he makes use of the 
SALC, he explained that he came here almost every day to read books and study 

on his own. He likes coming to the SALC because it is convenient; it has every 
resource that he needs for his study, from English material to the presence 
of teachers and PAs who he can ask for support when he encounters any 

problem. Minori stated: “It may sound strange but for me, I like the atmosphere 
of this place. This place is occupied with English, isn’t it? This affects me a lot, 

and makes me more motivated to read English books.” 

　　Minori Hiroishi is another regular student in SALC. As a mother of 3 children, it is 
a great challenge for her to start attending university at the age of 40 and pursuing her 

interests in learning languages, especially English in APU. That is why she has 
decided to make the most of the SALC to assist her study. Minori said: “I use 
the SALC two or three times a week. Sometimes I don't come here to study, I 
just come to read books, listen to English scripts on websites in the PC room 
or to do my homework.” She is also determined to come and talk to PAs once 

every week. She said that every time she talked to PAs, she felt more encouraged 
to continue learning the language. 

 
　　Ruri Inoue is another familiar face in the SALC since the start of this semester. 
Coming back to APU after a long time attending an English language school in Europe, 

Ruri has been trying to take advantage of the SALC in order to brush up on her 
English skills and to catch up with her classes at APU as she has begun to take 

courses in English. According to Ruri, the SALC is very useful because she 
can practice speaking English with PAs and have them correct her mistakes. 
She concluded: “The atmosphere in the SALC is very nice and the PAs 

here are very friendly, so I like studying here.” Ruri is also pleased with the 
textbooks provided in the SALC as she said they help her with her individual 

study here. 

英語アクティビティ・日本語アクティビティ
　月に 1 回（不定期）、国内学生と国際学生が英語や日本語を使ったアクティ
ビティを通して交流するイベントがあります。
　英語を話す国際学生と交流したい人は英語アクティビティに、日本語を勉
強している国際学生と日本語で交流したい人は日本語アクティビティに参加
して、交流の輪を広げませんか。
　詳細はキャンパスターミナルでお知らせします。毎回、申込締切日を待た
ずに定員が一杯になってしまいます。とても人気のあるイベントですので、
キャンパスターミナルで見つけたら、すぐにサーベイで申し込みをすること
をお勧めします。

言語パートナー
　春セメスターは 86 名が SALC で言語パートナーの貼紙を
出してくれました。APU の環境を活かして、英語パートナー
はもちろん、AP 言語のパートナーを見つけた人もいました。
言語は「習うより慣れろ」と言われるように、慣れることが
とても大切です。あなたも「国際学生に日本語を教え、あな
たが習得したい言語を国際学生から教えてもらう」SALC の
言語パートナー制度を活用しませんか。

言語パートナーボード

日本語
アクティビティ英語アクティビティ

SALC利用者へのインタビュー：

学生にSALCの利用状況を聞く
SALC英語ピア・アドバイザー（PA）
Thi Thanh Man Nguyen (SUE)

　SALC（言語自主学習センター）は学生の言語学習をサポートするために進
化を続けています。まず、SALCには言語学習のための多様な教材を学生が自
由に使える環境があります。学生は英語学習アドバイザーと相談することがで
きますし、英語や日本語のピア・アドバイザー（PA）からスピーキングやライティ
ングのサポートを受けることができます。またSALCではこの学習環境を利用し
たい、楽しみたいという学生のために、定期的なアクティビティを企画していま
す。何名かの学生がSALCをどのように利用してきたのかを調べました。以下は
今回SALCに関する意見を公表することに同意してくれた利用者の学生のみな
さんの意見です。 
　豊田実里さんはSALCではよく見かける顔です。1日のほとんどをSALCで過
ごしているようで、読書ゾーンで本を読んだり、集中ゾーンで勉強したりし
ているところがよく見受けられます。豊田さんにどのようにSALCを
利用しているか尋ねると、ほぼ毎日来て読書をしたり、自主学習を
したりしていると答えてくれました。SALCに来たくなるのは、学
習に必要な情報源が何でも揃っていて便利だからだそうで、
英語の資料もあるし、問題に突き当たったときにサポートが求めら
れる先生方やPAがいるからだそうです。「変に思われるかもしれま
せんが、私はここの雰囲気が気に入っています。ここには英語があふれていま
すよね。それで大いに感化されて、もっと英語の本を読もうという気になるんで
す。」と豊田さんは答えてくれました。 
　廣石みのりさんもSALCの常連学生です。3人のお子さんの母親である
廣石さんが、40歳でAPUに通い始めて、関心のあった英語を中心に
語学を習得しようとするのは大きな挑戦でしょう。それが語学学習
のサポートとしてSALCを最大限に活用しようと決めた理由だそ
うです。利用状況について廣石さんは「1週間に2～3回はSALCを
利用します。時には勉強しに来るのではなくて、ただ読書をしに来
たり、PCルームでウェブサイト上の英語の読み上げ原稿を聞いたり、
宿題をしたりもします。」と答えてくれました。また週に１度はPAと話をし
にSALCに来ようと決めているそうです。それはPAと話すたびに、語学学習を
続けようという気持ちが強くなるからなのだそうです。 
 　井上瑠莉さんも今学期が始まってからSALCではよく見かける顔です。
井上さんはヨーロッパの英語学校に長期留学した後、APUに戻ってきた
のですが、英語力にさらに磨きをかけたいという思いと、APUで英
語開講の講義を受け始めたので、授業に追いつきたいという思い
で、SALCを活用してきました。井上さんによると、PAと英語で話
す練習ができるし、間違いも直してもらえるので、SALCは大変役
立っているそうです。井上さんはSALCについて「雰囲気がとっても
いいですし、PAはとても親しみやすいので、ここで勉強するのが気に
入っています。」と話してくれました。またSALCにある教科書も自習のときに
役立つので満足しているそうです。



C0 M50 Y100

通信 
言 語 自 主 学 習 セ ン タ ー

SALC 
S e l f - A c c e s s  L e a r n i n g  C e n t e r  

S e l f - A c c e s s  L e a r n i n g  C e n t e r  

( 1 )  ( 4 )  

SALC Schedule（Tentative） スケジュール（予定）

SALC Rules利用ルール

Mon 月 Tue 火 Wed 水 Thu 木 Fri 金

2 時限
2nd period

・英語学習アドバイザー ・TOEFLリーディング勉強会
（中級レベル） ・英語学習アドバイザー ・TOEFL文法勉強会

（中級レベル） ・英語学習アドバイザー

3 時限
3rd period

・英語PA／日本語PA
・Japanese PA

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

・Japanese PA
・英語PA／日本語PA
・Japanese PA

4 時限
4th period

・英語PA／日本語PA
・Japanese PA

・英語PA／日本語PA
・Japanese PA

・日本語PA
・Japanese PA

・英語PA／日本語PA
・Japanese PA

・英語PA／日本語PA
・Japanese PA

5 時限
5th period

・英語学習アドバイザー（～17：00）

・英語PA
・英語学習アドバイザー（～17：00）

・英語PA
・英語学習アドバイザー（～17：00）

・英語PA
・英語学習アドバイザー（～17：00）

・英語PA

6 時限
6th period

・日本語PA
・Japanese PA

・日本語PA
・Japanese PA

・日本語PA
・Japanese PA

・日本語PA
・Japanese PA

7 時限
7th period

・日本語PA
・Japanese PA

・日本語PA
・Japanese PA

・日本語PA
・Japanese PA

・日本語PA
・Japanese PA

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.

［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24年10月１日発行　［印刷所］ 小野高速印刷株式会社

次のサポートを受けることができます。
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

● TOEFL リーディング勉強会：火曜日 2 時限＠ SALC
　  ( リーディング 45 点以上の学生対象）

TOEFL リーディングの出題ポイントを知ることができるだけでなく、あなたに合っ
たリーディングストラテジーを見つけることができます。宿題（語彙＆リーディング）
と勉強会でのグループ学習を通して、専門分野の語彙を習得しつつ、幅広い分野の
リーディングが楽にできるようになることを目指します。

● TOEFL 文法勉強会：木曜日 2 時限＠ SALC
　  ( 文法 45 点以上の学生対象）

前半は、項目別のTOEFL文法問題を解き、苦手とする文法事項を見つけます。後半は、
本番同様の文法問題を解く練習を通して、文法知識を実践レベルまで高めます。

●英語学習相談：月 2&5 限、火 5 限、水 2&3 限、木 5 限、金 2&5 限
TOEFL のスコアを伸ばしたいけれど、「どのような教材を使って、どのような学習
をすればいいのかわからない」と感じていれば、是非 SALC に気軽に相談に来てく
ださい。

● TOEFL 対策教材
TOEFL 教材
比較的簡単な問題集から本番レベルの問題集まで取り揃えています。あなたの実力
に合った教材がわからない人は、まずは英語学習アドバイザーに相談してください。
National Geographic
TOEFL のリーディングが難しいと感じている、英語初級～準上級クラス履修生に
お勧めです。この多読本シリーズ（8 レベル）は、TOEFL と同じノンフィクショ
ンが題材になっています。別冊のリーディング問題を使って、読解力を伸ばす訓練
をすることができます。
速読シート

「英語を読むスピードが遅い」と悩んでいませんか。簡単な英語で書かれた速読シー
トを使って、速読のコツをつかみましょう。
TOEFL 単語テスト
語彙力はあればあるほど、リスニングやリーディングが楽になります。 
ペースを決めてテストを受けていくと、ちりも積もれば山となっているはずです。

1 セメ 2 セメ 3 セメ 4 セメ 5 セメ 6 セメ 7 セメ

10 月 11 月 12 月 1 月 3 月 /4 月 5 月 6 月 7 月 10 月 11 月 12 月 1 月

2 回生の秋から留学 TOEFL ① 申請 内定 留学準備 留学 (4 セメ・5 セメ）

3 回生の春から留学 TOEFL ① TOEFL ② TOEFL ③ TOEFL ④ TOEFL ⑤ 申請 内定 留学準備 留学 (5 セメ・6 セメ）

3 回生の秋から留学 TOEFL ① TOEFL ② TOEFL ③ TOEFL ④ TOEFL ⑤ TOEFL ⑥ TOEFL ⑦ 申請 内定 留学準備 留学 (6 セメ・7 セメ）

1 回生が交換留学を目指す場合の TOEFL 受験スケジュール

交換留学の詳細に関しては、Spread Your Wings の 23・24 ページを参照してください

2013 年秋派遣　交換留学申請日程 
2013 Fall Semester Student Exchange Application Period
10 月 10 日～ 11 月 14 日
October 10 - November 14 

3回生での交換留学を考えている人は、TOEFLを5回以上受験することができます。これか
ら、8ヶ月～1年の期間、英語学習にエネルギーを集中して注ぎ込めば、かなりのことが達成で
きます。「海外で活躍する！」という、あなたの夢を叶えるために、SALCを積極的に活用し
て、あなたの英語力をグングンと伸ばし、目指すTOEFLスコアを獲得してください！

石井　哲（APM 2 回生）

　 僕 は SALC の TOEFL 文 法 勉 強 会 に
2011 年秋セメスターと 2012 年春セメス
ターに参加しました。まず秋セメスターの
TOEFL 文法勉強会（初級）に参加した理
由は、APU の交換留学に行きたいという
明確な目標を持ち TOEFL の点数を上げ
たいと思ったからです。勉強会に参加す
る前から SALC を利用していたのですが、
一人で継続して勉強することができず、
点数も伸びずに悩んでいました。しかし、
勉強会に参加するようになって、毎週同
じ目標を持った学生と勉強することがで
きるので、自分のモチベーションもとて
も上がりました。勉強会では、TOEFL 形
式の文法問題を解くのですが、なかなか
問題が解けない時、ふと「勉強会で学ん
だ文法は理解できているが、勉強会を休
んだ日にやった文法はよく分かっていな
い」と気づきました。そこで、勉強会を
休んだ日にやった文法項目を自分で勉強
して補強しました。その過程で、復習や
自分で勉強する重要性も感じました。
　春セメスターは、交換留学に行くため
の点数を取らなければならないというプ
レッシャーや、なかなか点数が上がらな
いことに悩んでいました。そこで、より
深く文法を学ぼうと SALC の TOEFL 文
法勉強会（中級）に参加しました。そこ

では同じレベルの学生が集まることで、
お互い刺激しながら勉強できました。中
級ということもあり、仲間に差をつけら
れないように復習を毎回やり、新しく学
んだことがあれば復習するという習慣も
つきました。
　また、勉強会以外での勉強時間を増やし、
SALC の環境を最大限に使って英語に取り
組みました。勉強量が自信につながり、英
語を勉強することが楽しくなりましたし、
去年の秋に分からなかった文法を春にきち
んと理解することができました。
　TOEFL スコアは SALC の勉強会に参
加する前より 60 点上がりました。交換留
学申請に必要な点数を取ることができと
ても満足しています。
　最初は戸惑いもあった勉強会でしたが、
自分の頑張りとやる気で有意義なものにす
ることができました。大切なのは継続して
勉強することと明確な目標を持つことです。
これからも点数を上げるために、SALC を
活用しながら勉強していきたいです。

SALC の TOEFL 学習サポート（2012 年秋セメスター）

Location: Building F, 1st floor

※2013年度のTOEFLスケジュールは暫定。
　自分で必ず確認をしてください。

言語自主学習センター
SALC（サルク）
は F棟１階


