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LL ライブラリーを活用しよう！！
Welcome to LL library!!

今回は、LL ライブラリーの入退室時の座席確認の方法と学生アシスタントについて紹介します。
Do you know what the LL library is like? The LL Library has student assistants and we support
students and teachers every day.
Some students have not used the LL library yet, so we are going to introduce about why you
should try to take advantage of the LL library♪♪

LL ライブラリーの利用方法について
万全なコロナ対策で対応しています。
Complete anti-virus protection
①入室時の検温と消毒
LL ライブラリーへの入室時には入口付近にある体温計
で手首をかざし、体温を計ってもらいます。また、入室時
には消毒をしてもらいます。

LERC Teacher Interview
Q．先生のご趣味は何ですか？
映画鑑賞・旅行・運動です。

Q 英語教師を目指したきっかけを教えてください。
高校時代に出会った英語の先生からの『感動的なひ
と言』で英語教師を目指しました。

②退出時の座席確認
LL ライブラリーの退出時にはスマホで受付にあるバーコー
ドから簡単なアンケートに答えて頂いた後、受付のアシス
タントに画面を見せたうえで退出してもらうようにしていま
す。

Q. 大学生時代、どのように TOEIC の勉強をされて
いましたか？
毎日、TOEIC の勉強をする時間を決め、数問ずつ
Reading パートの問題を繰り返し解いていました。
Listening は、完璧に聞き取れるようになるまで同
じ内容を繰り返しディクテーションしていました。
Q.先生が研究されている分野は何ですか？
アイルランド演劇です。
Q.なぜアイルランド演劇に興味を持たれたのです
か？
若い頃初めてアイルランドに行って演劇を見て感
動したからです。
Q.アイルランド演劇の魅力は何ですか？
アイルランドでしか見る事が出来ない所です。

③「学生アシスタント」について
LL ライブラリーには「学生アシスタント」という学生や先生
方をサポートするメンバーが 1８名おり、月曜日から金曜
日の 1 限から５限まで（昼休みを含む）シフト制で常
駐しています。
～主なアシスタント内容～
1.パソコンやプリンターなどの使用方法がわからない利用
者からの質問に答える。
2.言語サポート
（日本語：留学生対象、英語：全学生）

Q.先生のおすすめのアイルランド演劇の脚本作家
は誰ですか？
ショーン・ケーシィです。
Q.なぜショーン・ケーシィの作品が
おすすめなのですか？
父親に捨てられた娘や酔っぱらい
といった極限状態を描いたベタ
な作品が多く、悲劇の中に喜劇
がある所が良いと思うからです。

LERC Teacher Interview
Q. What made you to come to Japan, and how do you
study Japanese?
I studied art at university, and I was
interested in some Japanese artists. I
especially like Yoshitomo Nara. I wanted to see
some of his artworks and I thought Japan would
be an interesting place to visit. I originally
planned to stay here for 1 year!
I usually study Japanese on my phone when
I’m travelling to KSU. I live in Itoshima, so
I spend about 2 hours on trains every day. I
like using apps like Anki and Duolingo.
They’re great for English study too.
Q, What was your first impression of Japan?
I was surprised by how busy Japan is. I’m
from a small city, so coming to Fukuoka was a
bit of a shock.
Also, the Japanese language is so different
to English. I couldn’t read anything, and it
was difficult to communicate with people. The
people were friendly though and were always
helpful.
I was also surprised by the number of
convenience stores and vending machines!
Q,
Do you have a message for KSU students?
Don’t be afraid of making mistakes when you
speak English. Making mistakes is an important
part of language learning and you can learn from
them.
I hope you enjoy English classes
here at KSU and have many
opportunities to use English.

Paul Matthews 先生
(from Newport, the UK)

【先月号の答】
(1)with (2) like (3) It, takes

Q. Do you have a favorite Japanese idiom or
phrase?
I don't know if I have a favorite idiom, but
one thing I really like about the Japanese
language is its onomatopoeia. Onomatopoeia are
words that represent sounds. English has many
such words such as “buzz” (ブーン), “hiss”
(シュー), and “boom” (ドカーン). However,
Japanese
has
many
more
categories
of
onomatopoeia: giseigo 擬声語 (sounds made by
living things), giongo 擬音語 (sounds made by
objects), gitaigo 擬 態 語 (descriptions of
conditions), giyougo 擬容語 (descriptions of
movements), and gijougo 擬情語 (descriptions of
feelings). Words like がみがみ, うろうろ, わく
わ く , and ぴ か ぴ か don't have onomatopoeic
equivalents in English.
Q. Does your hometown have anything famous?
My hometown of Herndon, Virginia in the United
States has a 70km long bicycle trail called the
Washington and Old Dominion Railroad Regional
Park. It’s a beautiful place to go cycling. I
also lived near Tysons Corner Center, one of the
biggest shopping malls in the United States.
Q. Do you have a message for KSU students?
You don’t have to be smart to learn a foreign
language, but you have to be diligent and
consistent with your studies. It’s not always
fun either, so you have to make a
schedule and stick to it—even
when you don’t feel like studying!
If you can do this, I promise
that your efforts will pay off.

Nicholas Bovee 先生
(from Herndon,
Virginia, the US)

ホワチャンシルカドトゥエルガヨ？

화장실 갖도될까요?

【今月の問題】
Wǒ
실 kěyǐ

(1) 窓を開けてもいいですか。
Would you mind (

) I open the window?

qù xǐshǒujiān

ma？

我 可以 去 洗手间 吗？
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(2) ピクニックに行きましょう！！
(

)(

) we go for a picnic?

May I go to the toilet?

(3) 今何時ですか.
Do you (

) the time?
答えは次回 No.３で！

訳：トイレに行ってもいいですか？
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