
日本を飛び出そう !　

　 先日、私たち家族はニューヨークか
ら戻ってきました。それは2年ぶりの海
外旅行でしたが、あまりに自分達の
「感が（海外滞在の）鈍っている」こ
とに愕然とした次第です。旅先での日々
が、雑事にとらわれることなく、迅速
に手際よく過ごせるようになるまでに
数日もかかってしまったのです。私たち
は、こんなぎこちなさを避ける為に
も、そして何よりも斬新さを失わない
ためにも、海外へ頻繁に飛び出そうと
決心しました。
　 生徒の皆さんには、例えすぐ海外に
行く予定がなかったとしても、パスポー
トを取得しておくことを強くおすすめし
ます。「パスポートが無い」というそれ
だけの理由が、海外へ足を踏み出すこ
との妨げになってしまうからです。皆さ
んの英語上達の為にも  “Get out of 
Japan. (日本を飛び出そう！）”
　 近年ノーベル賞を受賞した日本人は
口を揃えて「日本の若者には海外で経
験を積んで欲しい」と強く主張していま
した。国内に留まっていては触れるこ
とのできない新鮮な意見や取り組みが
そこにあるからです。国外で学ぶ機会を

失うことは、彼らの創造的、独創的、
そして競争的な研究能力を低下させる恐
れがあります。
　 皆さんの英語にも同じことが言える
でしょう。日本から出ることは英語、
概しては人生に弾みをつけるような、強
い刺激を与えてくれます。もし英語や人
生が行き詰まり、マンネリになってし
まっていたならば、今の自分が置かれ
ている環境や習慣 (私たちの考えや行動
が「一般常識」という社会的な制限を
受ける場）から脱出してみましょう！外
に飛び出し、新しい空気を取り入れる
ことは、今、私たちが真剣に取組んで
みるべきことです。その次に取るべき、
ポジティブな行動を私たちにもたらして
くれるでしょう。
　 日本を飛びだそう！自分を、そして
日本という国を客観的に見るために。
そして英語のような難解なものを習得
するの労力がどれほど尊いことか、
じっくり考えて直してみるために。
　 皆さんが海外へ行く時はもちろん
「英語を話すこと」について考慮するで
しょう。でもいきなりアメリカやイギリ
ス、オーストラリアに行くことはオスス
メしません。まずはスウェーデンやデ
ンマーク、ドイツといった北ヨーロッパ

の国に訪れてみて下さい。何故って？
一般的に彼らの英語は上手ですが、ネ
イティブスピーカーのそれより理解し易
いからです。ゆっくりとしたスピードで
はっきりと、シンプルな単語と文法を
使い、そして一文一文を短く話してくれ
ますから。まずはここで英語の理解に
自信をつけて、次の国への挑戦に繋げ
ましょう。
　 当然ですが、ガイド付きのツアーや
ワイキキは旅先の候補には入れないで下
さい。大勢が日本語で喋っていますの
で。
　さあ、カレンダーを見て日付を決め、
予約を取り、そして... 日本を飛び出し
ましょう！
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Get out of Japan!?
Our family just came back from New York City. 
Being our first trip abroad in two years, we were 
sorely out of practice. It took us days to get back 
into the “zone” where the daily requirements of 
the traveling life become quick and efficient and 
you don’t have to think about everything you do. 
We resolved to travel more often to avoid this 
clumsiness…and to stay fresh!

We strongly encourage our students to 
immediately get passports even if they have no 
plans to travel abroad soon. Without a passport, 
there’s just one more obstacle to keep you from 
going. And for your English, we want you to 
“Get out of Japan.”

Japan’s recent Nobel prize winners have been 
unanimous in strongly recommending that 

Japan’s young scientists spend time abroad in 
order to experience fresh ideas and approaches. 
Failing to do so endangers their ability to 
conduct creative, unique, competitive research.

Likewise with your English study. Getting out of 
Japan offers some of the strongest stimulation to 
kickstart your English…and your life in general. 
When you’re stuck in a rut, frustrated that your 
English––or your life––seems to be going 
nowhere, removing yourself completely from 
your daily environment and routine––where your 
activities and thoughts are restricted by social 
boundaries designed to keep you sensibly in the 
world of the accepted “common sense”––can be 
exactly what you need to think more clearly and 
motivate you toward the next positive action you 
realize you need to take.

Get out of Japan!…to more objectively see 
yourself––and Japan––and to clearly remind 

yourself why it’s worth it to put so much energy 
into mastering something as difficult as English.

Of course, your first venture abroad should be 
with the intention of using English, but don’t go 
to the U.S. or the U.K. or Australia yet. Choose a 
northern European country like Sweden or 
Denmark or Germany. Why? They generally 
speak English well, but they’re much easier to 
understand than native English-speakers: they 
speak more slowly and clearly, with simpler 
grammar and vocabulary, and shorter sentences. 
This will give you the confidence to try more 
challenging countries next.

Of course, avoid guided tours and forget about 
Waikiki––everyone speaks Japanese.

Look at your calendar, set a date, make your 
reservations, and go!

Jacques
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