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LERC NEWS
TOPIC

語学力を向上させよう！

英語、韓国語、中国語、日本語など外国語の勉強を頑張っている方がたくさんいると思います。
そこで今回の LERC NEWS では、そのような皆さんの後押しができるような語学教育研究センターの取り組みを
3 つご紹介します。
Would you

Why don’t you use the LERC to improve your foreign language skills?

We know that many KSU students work hard to learn foreign languages such as English, Korean, Chinese
and Japanese. The LERC can support you in your foreign language study. Here are three examples.

LL ライブラリーでは、英語・韓国語・中国語の本を置いています。日本語を使わずにその国の言語だ
けで書かれている本もありますが、今からその言語の学習を始めようという方にも読みやすい本がそろ
っています。読書を通じて、その国の文化や習慣に触れてみるのはいかかですか。また、LERC Reading
Corner にある本は英語授業内課題の「Xreading」として利用することが可能です。電子書籍で読むよ
り、実際に手に取って読みたいという方は是非ご活用ください。カウンターの上に置いてある本は持ち
出し禁止となっていますが、LERC Reading Corner にある本は 1 週間２冊まで貸し出し可能です。
LERC Reading Corner にある本の貸し出し方法

1、 本を選ぶ
2、 カウンターへ申し出る
3、 貸出カードを記入
4、 1 週間後までに返却

English discussion (15:40-17:20)

外国人の先生と英語でディスカッションをしませんか？

Date

Topic

英語ディスカッションではリラックスした環境で英語の

May 24

The real Hawaii

練習、自分の英語力を向上できます。ぜひグローバルプラザ
にお越しください！予約は不要です。
Would you like to join a casual English Discussion with a few
fellow students and a guest teacher? English Discussions offer
a relaxed environment where you can practice and improve your
English communication skills. Stop by the Global Plaza to join
these free events.

Jun 1 (Wed) TED Talks about Langauage
Jun 7

School lunch in America

Jun 14

British Cuisine

Jun 21

Learning English with your Smartphone

Jun 28

European Nations Images and Stereotypes

Jul 5

English Premier League

Jul 12

World of Art
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語学教育研究センターには言語サポート制度があります。

QR コード：

「日本語サポート制度」は、留学生を対象としています。
日本語の学習相談、日本文化や日本のしきたりについての質問を受け付けています。
「英語サポート制度」は全学生を対象としています。
英語は苦手だけど少しでもできるようになりたい、普段の英語の授業でわからないところがある、英語関連の
資格（TOEIC、英検）取得のための勉強をしたいなど、英語に関してどんな些細なことでも英語学習サポーター
が相談に乗ります。ぜひご利用ください。
詳しくは QR コードを読み取って、専用サイトをご確認ください。

LERC Teacher Interview
李先生

Taylor 先生

1. 効果的に賢く勉強するには

1. What is your advice for studying effectively?

私の場合は朝早くキャンパスに来て、頭が清らかなうちに資料を分

Clear goals help you. They should be SMART: specific,

析しますね。論文などの創造力の要るものから始めて、疲れた後に事

measurable, achievable, relevant, and timebound. An easy and

務的なことをします。また、忙しい時こそ、睡眠を 6-7 時間しっかり

small goal in a short period will make you better at focusing on

取りますね。集中できる環境や時間帯を早く見つけ出すことが鍵です

and moving forward.

よ。

2. How should students practice English pronunciation?
Mimicking is good. It’s to repeat what others say in the same

2. 外国語の発音をよくするためには
シャドーイングに限ります。自分が好きな映像を用いましょう。長
いものは要りません。YouTube にある数分の動画で十分です。同じも
あ
のを繰り返し観ましょう。半年も練習すれば別人になれます！

way. You speak like them, focusing on a phrase: the intonation,
rhythm, and stress. First, you can start with individual words to
practice difficult sounds such as L, R, V, or F, and then the whole
sentences.

3. 言語の重要性
言語は目的ではありません。そして、メディアが全てではありませ
ん（特に日本は政治、韓国は検察との結びつきが強いです）。方向性
や意図の無い、漂っている情報を、自分

3. Is there anything we should pay attention to when
experiencing cultural differences?
It’s easy to notice differences, but hard to recognize similarities.
We should know that. Also, there have to be reasons

で汲み取って批判的に解釈することが大切です。

behind differences. They could be based on

人との間にある生（なま）の情報を得るために

education when people are young. How we

必要な道具が、「ことば」なのです。

are taught is related to how we behave.

【先月号の答え！】
(1)if

(2)why don’t

Chesonhamnida.Sukcherul angachowassoyo.

(3)have

죄송합니다. 숙제를 안가져왔어요.

【今月の問題】
(1) もし私があなたなら、この車は買わない。
If I (

) you, I would not buy this car.

(2)彼は私に新しいカメラをくれた。
He gave a new camera (

对不起，我的作业忘記帯了。

) me.

(3)私は彼女にその苦い薬を無理やり飲ませた。
I (

duìbùqǐ，wǒdezuòyèwàngjìdàile。

ど
う
し
よ
う
…

Sorry, I forgot to bring my homework.

) her take the bitter medicine.

答えは次回 No 4 で！

訳：すみません。宿題を持ってくるのを忘れました。
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