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PHAM Khan Linh
（2年生/ベトナム出身）　

I : インタビュアー　K:PHAM Khan Linhさん

I :カリンさんは前セメスターに15回ぐらいSALC
でサポートを受けましたよね。
どうして、SALCに行こうと思ったのですか。
K:まずは初級のときの先生が紹介してくれて、
SALCのことを知りました。そして、ベトナム人の
先輩がSALCでPA（Peer Advisor）をしていて、
SALCのことを教えてくれて、行くようになりまし
た。
I :では、毎回SALCでは何をしたのですか。
K:会話練習では、いつも自分が興味のあること
について話しました。会話試験や発表が近くなる
と、その練習もよくしました。実は、会話練習以外
にもよくSALCに行っていたんです。SALCにある
初級の漢字や文法の復習シートは全部終わりまし

た。SALCにそのような教材があるのを知らない
人は多いですよね。それと多読本も読んでいて、
レベル2まで終わりました。
I :SALCのリソースをよく利用していたのですね。
では、SALCの良いところは、何だと思いますか。 
K:まず、日本語を話す機会が得られるということ
です。大学の中で日本人と話すと、日本人は英語
を話したいので、なかなか日本語を話す機会が
ありません。そして、PAさんが自分のことに興味
持ってくれるということも、とても良いことだと思
います。私はベトナム出身なので、 いろいろ質問
してくれて、会話が楽しかったです！
I :では、SALCで自分の日本語力が成長したと思
いますか。
K:そうですね、日本語力はもちろんですが、精神
的な部分が成長したと思います。前は日本人と話
すと緊張してしまい、会話のときに自分が言いた
いことがあっても、あきらめてしまうことがありま
したが、今は最後まであきらめず、がんばって話す
ことができるようになりました。

 I :カリンさん、いろいろありがとうございました！

カリンさんがSALCで利用したリソース
①日本語PAによるサポート
　SALCの受付で予約すれば、日本語PAによる
サポートを25分受けることができます。
　たとえ、話すのが苦手で遅くても、あなたのお
話をよく聞いてくれます。

②日本語多読教材
　簡単な本から始め、どんどん本のレベルが難し
くなります。読んで楽しめるだけでなく、どうやっ
て言葉が使われることを知り、自分のボキャブラ
リーを増やすことができます。

③初級の漢字、文法の復習シート
　初級の学生さんで、もっと勉強したい人、中級
の学生さんで、初級のことをもう一度復習したい
人にぴったりの教材です。

SALCのサポートって何するの？　SALCユーザーへのインタビュー
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PHAM 
Khan Linh
 (2nd year, 
Vietnamese)

Interviewer: I
Interviewee 
PHAM Khan 
Linh: K

I: You got Japanese speaking support in 
the SALC 15 times last semester. What 
made you think of going to the SALC?
K: My teacher in Japanese Foundation 
Course introduced me to the SALC, and 
also my Vietnamese senior friend who was 
working as a SALC PA (Peer Advisor) told 
me about it. 

I: What did you do at the SALC?
K: In speaking support, I talked about what 
I was interested in. I also practiced for 
speaking tests and presentation when they 
were near. Actually I used to go to the SALC 
for other purposes as well. I completed all the 
review materials about elementary-level kanji 
and grammar. I assume not many students 
know about these kinds of materials. I also 
finished level-two extensive reading. 

I: It seems that you took advantage of 
different kinds of resources at the SALC. 

What do you think are the benefits of the 
SALC?
K: First of all, you can get opportunities 
to use Japanese. You cannot really talk in 
Japanese with your Japanese friends on 
campus as they want to speak in English. 
In addition, it was nice that PAs showed an 
interest in what tutees talked about. I enjoyed 
the conversation with them because they 
asked me lots of questions about Vietnam.

I: Do you think your Japanese has 
improved by going to the SALC?
K: Yes, I believe not only my Japanese but 
I was also able to gain confidence in using 
Japanese. Before, I used to get nervous and 
could not finish up what I wanted to say in 
Japanese but now I can do it without giving up.
I: Thank you, Khan Linh!

Resources that Khan Linh used at the SALC
① Support from Japanese PAs
  You can take 25-minute 
speaking support session 
by the Japanese PAs just 
by making a reservation 
at the SALC counter.
  They will surely listen 
to you even if you feel 
you are not good at 
speaking in Japanese.

②Japanese extensive reading materials
  You can start with easy books and move 
on to more difficult ones. Not only you will 
enjoy reading but you will also be able to 
understand how to use words and increase 
your vocabulary.

③Review materials about elementary-level 
kanji and grammar
  The materials are perfect for elementary-
level students who want to study more 
kanji and grammar or 
for intermediate-level 
students who want to 
review what they have 
learned. 

What is SALC Support all about?　Interview for a SALC user
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https://www.facebook.com/apu.salc?fref=ts

SALC facebook
SALC の facebook にぜひ
アクセスしてみてください。
Please check out our 
facebook page!

Q1
10/28

11/4

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
12/9

12/16

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）

英語 PAs
①Name　②Hobbies 　③Message

①Kani
②Enjoy reading good 
books, traveling to new 
places and cooking
③There are many 
things you can do in the SALC, 
come and check it out!

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

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

① Aki
② Photography, playing 
rugby, cooking, talking 
to new people
③ Let’s enjoy learning 
English together! 

① Sylvester
② Playing sports, cooking, 
gardening, reading
③ Studying together is 
much more fun than 
studying alone, come to 
the SALC because we 
are waiting for you! 

① James
② Reading, video 
games, traveling
③ I look forward to 
seeing you in the SALC, 
let's try our best together!

① Annah
② Studying new 
languages, making new 
friends, traveling
③ I believe we improve 
language skills the most 
when we communicate, 
so come to the SALC and let’s 
practice English together ^o^! 

① Nana
② Watching movies, baking 
cakes, shopping with my 
friends
③ English can be really 
enjoyable when studying 
with us at the SALC.

① Ashton
② Reading, cooking, 
chatting with friends
③ Please come visit 
me in the SALC, I look 
forward to seeing you!

① Jas
② Making friends, learning new 
things, cooking
③ Learning something 
new is always difficult 
at first, but if you 
practice every day you 
can perfect it. Let us 
help you in your English 
learning process, come visit us at 
the SALC!

①Lily
②Learning about 
other cultures, 
driving, photography
③Let's learn how to 
learn English together at the 
SALC! 

SEA（学生留学アドバイザー）　交換留学に興味がありますか？APU交換留

学生として海外の大学で学んできた先輩がSEA

（Student Exchange Advisor）としてSALC

であなたの質問に優しく答えてくれます。
　APUの交換留学先は世界各国にあります。

次はあなたが交換留学生として価値観を大き

く変える経験をしませんか。
　目標とする先輩があなたを待っています！

SALCアクティビティスケジュール　SALC Activity Schedule
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Japanese PAs
①名前②出身地③趣味④メッセージ
①Name②Place of Origin③Hobbies④Message

①堀部佳奈
　Kana Horibe
② 静岡県静岡市 ／
Shizuoka City, Shizuoka 
Prefecture
③バレエ・海外旅行 ／Ballet and 
Traveling
④SALCで熱心な学生のお手伝いが
できることを心待ちにしています。一緒
に外国語学習をがんばりましょう！／
I am looking forward to meeting and 
supporting you with learning new 
languages. Let’s enjoy learning and try 
hard together!

①平松愛理
　Airi Hiramatsu
②北海道／Hokkaido
③演奏（ピアノ、ユーフォニアム）
／Playing musical instruments (piano, 
euphonium)
④皆さんと日本語で会話できるのをとて
も楽しみにしています。わからないことが
あったらどんどん聞いてください！一緒に
考えましょう！／I’m so excited to talk 
with you in Japanese. If you have any 
problem about studying Japanese, just 
ask me! Let’s study together!

①森崎由衣
　Yui Morisaki
②大分県／Oita Prefecture
③音楽と抹茶が大好きです！
／I love music and Matcha!

④日本語が不安、もっと使いたい人は
ぜひSALCに！／If you want more 
confidence in your Japanese or simply 
want to practice more, you're welcomed 
to visit us!!

①生野亜弥
　Aya Ikuno
②東京 / Tokyo
③運転! / Driving around
④みなさんが楽しく言葉を
勉強できるようサポートします！ぜひ一
度SALCに遊びにきてみてください。／
We will support you to study language 
delightfully! Just come to SALC and 
talk to us! 

①立川里菜
　Rina Tatsukawa
②別府市／Beppu city
③読書／reading novels
④もしも日本語学習の事で
問題がある時は、SALCに来てくださ
い！私たちが全力でサポートします！／If 
you have any problem about studying 
Japanese, please come to the SALC!  
We are waiting your coming.

①高橋成二
　Seiji Takahashi
②兵庫県神戸市／Kobe city, 
Hyogo prefecture 
③言語学習（英語、中国語、
インドネシア語など）、カラ
オケ、ビリヤード／Learning 
language［English, Chinese, Bahasa 
Indonesia etc.］, Karaoke, billiards

④言語学習のアドバイス、交換留学に関す
ること、TOEFLの学習法などなど、いつで
も相談に来てください！／I welcome all 
kinds of consultation, and if you want to 
find someone to chat with in Japanese, 
please do not hesitate and come visit 
SALC anytime.

①廣瀬優那
　Yuna Hirose
②埼玉県／Saitama 
prefecture
③映画鑑賞（特に80年代の映画）、KPOP
の音楽／Watching movies （Especially 
80’s movies） ,K-POP music
④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。／I will do 
my best to help you all by using my 
experiences. Nice to meet you all! 

①安藤絢音
　Ayane Ando
②岐阜県多治見市／Tajimi 
city, Gifu prefecture 
③料理、旅行、歌、ダイビング
／Coking, Traveling, singing, 
diving
④こんにちは。みなさんの目的やペースに
合わせて、全力でサポートしたいです。一
緒に頑張りましょう！！／Hello. I'll support 
your studies suitable for the purpose or 
learning pace of you. Let's enjoy study 
together!

英語学習アドバイザー
沖本明美
　新入生の皆さん、初めま
して。在校生の皆さん、また
よろしくお願いします。パワーアップして
SALCに戻ってきました。英語の勉強を頑
張りたい気持ちはあるけど、どこからどう
始めていいのかわからない。自分なりに頑
張っているけど、このやり方でいいのかわ
からない。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で一緒にわくわくする未来の夢を描
き、アクションプランを考えましょう！

衛藤智子
　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の学習アドバイスデスクで是非一
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。

Saunders 美里
　 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。　
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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

The SALC Game Center 
Are you feeling groggy and tired from studying for your language 
subjects from a textbook? Don’t you wish there was a more interesting 
way to practice your skills? Look no further than the SALC for 
all your language learning needs, whether it’s a textbook or a fun 
alternative for practicing your new language!

Did you know at the SALC, we have a free service for 
students known as our Game Center? 
This service allows any APU student to come to the SALC and reserve 
any game available in our catalogue for free. We have games for slow-
paced language learning or challenging, fast-paced ones as well. The 
choice is up to you! Feel like playing by yourself? No problem! We 
have several games for you. If you and your friends are tired from 
studying from a textbook, feel free to bring them along to play with 
you! The fun possibilities to expand your learning with your friends 
are endless.

How do I play the games? 
Maybe you are thinking: “but I don’t know how to play any 
of these games.” Don’t worry! We have trained PAs working 
in the SALC (look for the orange jackets) to help. If you don’t 
know how to play, feel free to ask a PA anytime to teach you 
the rules. Each game also comes with an instruction guide as 
well.

How do I reserve a game? 
Now you are interested, but still thinking: “This is a free service, but 
how can I reserve a game?” It’s simple! Follow these instructions:
1. Come to the SALC anytime from 2nd-6th period, Mondays, 

Tuesdays, Thursdays, and Fridays with your student ID and you are 
ready to reserve a game. 

2. Visit the Game Center shelf and choose the game you would like to 
play.

3. Walk to the “Greeter Desk” at the front of the SALC and give the PA 
your student ID. It’s as simple as that! When you are finished playing 
the game, simply return the game and ask for your student ID. 

Do make sure to bring your friends or make new ones while playing 
our many interesting games. We hope to see you in the SALC soon!

APU職員英語学習

毎週水曜日、有志職員が学生に負けじとグローバル人材になるためにSALCを使用させて頂き、英語学習をする取
組、その名も「SGS(Super Global Staff)」。業務時間終了後、時間を作って英語学習に取り組んできました。
取組開始から約1年が経過し、なんとほとんどの参加者がTOEIC800を突破（満点取得者も出ました）！
これからも、職員も英語学習を頑張っていきます。毎週水曜日の18:00～19:30頃まで行っていますので、学生
のみなさんも見かけたら一緒に勉強しましょう！

～「時間がない」を言い訳にしない！～

SGS (Super Global Staff ) プログラム～～

左の写真をスマートフォンや
タブレットで読み込むと、SALC から
のメッセージが見られます。

1iPhone、iPadはApp Store、 AndroidはGoogle Playで、
ARアプリの「COCOAR2」（無料）をインストール。

Install AR application "COCOAR2" (free software). It can be downloaded 
from App Store for iPhones or iPads or Google Play for Androids.

You will be able to see the message from the SALC PAs if you 
place your smart phones or tablets over this photograph.

Start "COCOAR2" and scan the photograph and you will be 
able to see the message from the SALC PAs.

「COCOAR2」アプリを立ち上げて、左の写真を
 スキャンすると、SALCからのメッセージが見られます。2

By James Loftus and Jasleen Kaur, English PAs


