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今回は、英語アチーブメントテストと KSU 海外・国内ジョブトレーニングについて紹介します。 

7 月 23 日（土）に英語アチーブメントテストが実施されます。このテストは「Reading & WritingⅠ」,「Reading 

& Writing Ⅲ」,「Listening & SpeakingⅠ」,「Listening & SpeakingⅢ」を受講している大学・短大部 1・2 年次

が対象です。皆さん忘れずに受けましょう！受験時間が各学部で設定されているので確認して受験してください。 

詳細はコチラを Check⇒ 

テストの問題に挑戦！

次の(A)～(D)の選択肢から、日本語と同じ意味を持つ単語を選択してください。 

1. 経験、体験 (A) society (B) experience (C) notice (D) language   答え (B) 

2. 努力する、励む (A) strive (B) activate (C) prescribe (D) foster      答え (A) 

国内ジョブトレーニングでは、集中英語合宿と国際的な業務を行う企業などでインターンシップを行います。 

海外ジョブトレーニングでは、現地大学の付属の語学学校で集中英語研修、現地企業でインターンシップを行い

ます。インターンシップ先は個々人の英語レベル、興味関心に合わせて選択できます。 

日時 ■ 2022 年 7 月 15 日（金）12 時 55 分～13 時 25 分 ■ 場所 ■ 1 号館 2 階 N204 教室 

 対象者■ 英語レベル 1 の学生で「Four SkillsⅠ」及び「Labo TrainingⅠ」の単位を修得済 も

しくは令和 4 年度前学期に上記 2 科目を履修中の学生   多くのご参加をお持ちしております！ 
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LERC Teacher’s Interview  

Q1. 日本で暮らしたり就職するにはどれくらいの日本語能力が

必要ですか？ 

日本で暮らす日本語能力と就職する日本語能力は異なるの

で、ここでは生活の日本語能力について話します。日本で暮

らすための日本語力ですが、英語でいうと中学卒業レベルぐ

らいの語学力があれば、支障なく日常生活を送ることができ

ると思います。ちなみに、大学で勉強するのに必要な日本語

レベルは「JLPTのN２」と言われています。JLPTとは日本語

能力を測る代表的な試験で、N1～N5のレベルがあり、N１が

最上級レベルです。 

  

Q2. 先生が留学生に伝えたい日本の魅力は何ですか？ 

「日本人は『NO』を言わない」とよく批判

されますが、禁止の意味を伝える時も日本

人は「ご遠慮願います」など、相手に対し

て強い否定の表現をあまり使ったりしませ

ん。日本語教師としては、このような日本

人の気遣い・気配りを感じてほしいと思っ

ています。 

  

Q3. さいごに学生に一言お願いします。 

留学生！日本語の勉強がんばれ！！ 

日本人学生！近くにいる留学生に

話しかけてみよう！ 

Q1. What was your surprising when you came to Japan? 

That’s a difficult question! I came to Japan a long time ago so 

it’s difficult to remember exactly, but I remember being surprised 

that there were only 5 or 6 slices in a loaf of bread. I was 

surprised most homes didn’t have a big oven, and that washing 

machines were in the bathroom (or on the balcony). In the UK, 

you usually have the washing machine in the kitchen.  

 

Q2. Could you tell us the differences between English and 

Japanese. 

There’s a lot of differences but I think two of the big differences 

are word order, and the fact that in Japanese, the subject is 

often dropped, which is unusual in English.  

 

Q3. Please give a message to KSU students. 

Learning English (or any language) is the same 

as learning any skill; it takes a lot of practice 

and hard work. You’ll make a lot of mistakes 

while you’re learning, but that’s important. The 

only way you’ll get better at English is by 

making mistakes and learning from them. 

Remember, you can already use English, 

and if you keep practicing, you’ll be able  

to use it even more.  

 

【先月号の答え！】 

(1) were   (2) to   (3) made 

【今月の問題】 

(1) 私は毎日夕方に紅茶を飲んでいます。 

  I drink a cup (     ) tea every evening. 

(2) 私にはとても難しい本なので読めません。 

  I can’t read this book (     ) it is very difficult for me. 

(3) 彼女のバッグは君の隣にある。 

  Her bag is (     ) to yours. 

(4) 彼女はポップな音楽を聴いて、踊りたくなった。 

  (     ) she heard the pop music, she wanted to dance. 

Q1. 英語はどうすれば上達できますか？ 

好きな映画やドラマのセリフを覚えて言ってみる、そして使

ってみる！ 

 

Q2. 英単語を覚えるコツを教えてください。 

単語の文字の並びと音の組み合わせパターンを覚える。 

 

Q3. おすすめの観光地や食べ物を教えてください。 

アメリカのどこにでもある家庭料理です

が、私はラザーニャが大好きです。マサチ

ューセッツ州セーラムとカリフォルニア州

サンフランシスコのシーフードもおすすめ

です。 

 

Q4. もうすぐアチーブメントテストになり

ますので、九産大生に一言お願いします。 

リスニング問題は、聞こえてくるフレーズ

の一語一語を拾って書くことができるよう

に練習しておくと良いと思います。リーデ

ィングも同じような空欄補充の問題があり

ますから、文を正しく組み立てる練習をし

ましょう。 

Q1. What is your first impression of Japan? 

When I was very young, I had heard of far away Asian countries 

such as Japan and China. They were equally famous for their 

rich cultures, such as karate, kung fu, sushi, noodles and kanji! 

In my mind Japan and China were similar sizes, so I was very 

surprised when I realized that Japan is much smaller 

geographically than China. 

I had lived my whole life in New Zealand, I had never really 

visited another country, and so I presumed that other countries 

were just as multi-cultural as mine, so when I first came to 

Japan and went through the airport I was surprised at how nearly 

everybody was Japanese! 

 

Q2. A message for KSU student.  

Make the most of as many 

opportunities as you can. Be nice to all 

people. Ask questions. Participate. Do 

your homework. 
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