
Don’t  let your pride or sensitivity get  in the way of 
your English progress. This is a common trap for 
advanced learners.

Face it. Even after studying  English all these years 
and reaching  an effectively communicative level, 
you’re still making mistakes all over the place.
Really.

Yes, you’ve worked hard and paid your dues and 
deserve respect, but if  you avoid active correction 
you’ll hit  a wall. Your English will get  stuck 
because  you’re too damn stubborn and proud to 
realize that you can get a whole lot better than you 
are now.

Are native English speakers you encounter silently 
tolerating  your mistakes because they can sort  of 
guess what you mean to say, even though you’re 
botching  it up? If you’re in Japan, this is even 
more likely since the foreigners here are 
accustomed to deciphering Japanese English.

Don’t  let their silence make you think your English 
is just fine as it is. They may think they’re being 
polite by saying  nothing, or it may simply be 
troublesome for them to try to offer any correction. 

Many years ago, when I had just  started studying 
Japanese, my little  dog-eared traveler’s Japanese 

phrasebook told me that “Take  care!” was 
translated as “O-daiji ni”. In English, I was 
accustomed to saying  “Take care!” as an everyday 
good-bye greeting  and I wanted to do the same in 
Japanese. So I started saying  “O-daiji ni” to 
everyone, everywhere, every day. I continued 
doing  this for months and not a single person 
corrected my mistaken Japanese. One day I went 
to get  a  haircut from my friend—a stylist  who was 

a straight-talking, so-called “yanki” young  woman 
who never pulled punches for fear of hurting 
someone’s feelings. When I went to leave and said 
my “O-daiji ni,” she burst  out loudly—almost 
derisively—laughing  at my ridiculous Japanese. 
She told me “O-daiji ni” was used to say good-bye 
to sick or injured people and was not for casual 
good-byes. Unwittingly, I had been making  a fool 
of myself all this time. I was grateful for her blunt 
honesty—even though it  was embarrassing—and I 
was a bit angry at all those people  who just stayed 
silent, never bothering  to correct me. You can bet I 
never made that mistake again.

We can laugh at my misfortune, but there is 
another, more  dangerous reason why a native 
English speaker might hesitate to correct your 
mistakes: He may have experienced anger or 
unpleasant feelings in the past from someone who 
he tried to offer correction to.

Once bitten, twice shy.

If you get angry or otherwise react negatively 
when someone is trying  to help you, it’s likely that 
they won’t bother trying  next  time. And this will be 
an opportunity sadly lost.

You’ll be doomed to continue  unwittingly making 
the same English mistakes again & again ad 
infinitum. And it’ll be your own fault.

Sometimes we feel insulted when someone corrects 
us for something  we’ve  tried so hard at, especially 
when it seemed to have been working in the past. 
It’s a blow to our ego.

Try not  to be your own worst  enemy. It  can be 
painful, but you must suck up your pride  and 
eagerly seek out and embrace correction.

Encourage your native speaker friends to correct 
your mistakes.

And be grateful.

Your English will improve much more rapidly.

 プライドや感受性といったものは、皆さんがお
持ちだと思います。しかし、それらを英語学習
の妨げにはしないで下さい。これは特に上級者
が陥りやすい罠です。
 どうか、ご自分の内面としっかり向き合ってく
ださい。たとえ何年も英語を学び、ある程度効
果的なコミュニケーションが取れる段階に達し
たとしても、まだまだあらゆる場面でミスをし
ているものです。
 えぇ、本当に。
 学費を払い、誠意を持って学習に取り組んで
も、進んで訂正されることを拒んでいたら、い
ずれは行き詰まってしまいます。あまりにも頑
固だったり、プライドが高すぎると、更に上の
レベルを目指せることにいつまで経っても気付
けないままです。
 皆さんが出会うネイティブスピーカー達は、意
味がなんとなく推測できるからと、皆さんの間
違った英語を黙って聞き流すでしょうか？たと
えそれがひどく馬鹿げたミスだと分かっていて
も？実際のところ、特に日本で外国人と話して
いるなら、訂正されない可能性が高いと思いま
す。彼らは日本語英語を読解することに慣れて
いますから。
 何も言われないからといって、自分の英語がそ
のまま全て正しいとは思わないで下さい。ネイ
ティブスピーカー達は、黙っていることが礼儀

だと考えているのかもしれません。もしくは、
訂正するのを単に面倒がっている場合もあるで
しょう。
 何年も前、私が日本語を勉強し始めた頃の話で
す。使い古した手持ちの日本語会話表現集
に、"Take care!"の日本語訳は「お大事に」で
あると記されていました。英語ではさよならの
あいさつとして"Take care!"を使用していたもの
ですから、私は日本語でも同じことをしようと
考えました。そう、毎日どこでも、去る人去る
人に「お大事に」と言っていたのです。この習
慣は一ヶ月程続きましたが、その間、ただの一
人も私のミスを指摘してはくれませんでした。
そんなある日、私はスタイリストをしている友
人のところへ髪を切ってもらいに行きました。
彼女は率直で、所謂ヤンキーと言いますか、歯
に衣着せぬ物言いをする人でした。帰り際、私
が「お大事に」と告げると、彼女は噴き出すと
いうか、もはや馬鹿にするような感じで、その
おかしな日本語を笑いました。そして「お大事
に」は怪我人や病人と別れる時に使うフレーズ
であり、「さよなら」の意味合いで気軽に言う
ものではないと教えてくれました。無意識の内
に、私はそれまでの自分を恥じました。ばつの
悪い思いはしたものの、私は彼女の無遠慮さに
感謝し、そしてそれまで何も言わず、間違いを
直してくれなかった人達に少し腹が立ちまし
た。間違いなく、私は二度とこのようなミスは
しないでしょう。

 この不幸な出来事は今では笑い話ですが、もう
一つ、英語のネイティブスピーカーが日本人の
英語の間違いを正すことを躊躇う大きな理由が
あります。彼らは誰かのミスを訂正しようとし
て嫌な気持ちにさせられたり、憤ったりした過
去を持っているかもしれないのです。
【あつものに懲りてなますを吹く】
誰かが力になろうとしてくれた時、もしあなた
が怒ったり、嫌な顔をしたら、きっと二度と手
を差し伸べてはくれないでしょう。残念ながら
好機を失うことになるのです。
 きっと無意識に英語の間違いを犯し、それを何
度も何度も際限なく繰り返すようになるでしょ
う。そして、それは自業自得というものです。
 一生懸命やったこと、まして過去にはそれで上
手くいっていたことが正されたら、屈辱に感じ
ることはあると思います。自尊心を傷つけられ
るのですから。
 しかし、どうか自分自身を最大の敵にしないで
下さい。傷つくこともあるでしょうが、その慢
心をどうにか引っ込め、一生懸命に訂正を求
め、それを快く受け止めましょう。
 ネイティブスピーカーの友達には、英語のミス
に気付いたら積極的に正してくれるようお願い
してみて下さい。
 もちろん、感謝の念も忘れずに。
 皆さんの英語はどんどん上達するはずですよ。
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Don’t make this mistake!

Jacques Saffell

こんな間違いはしないように！

Unwittingly, I had been making a 
fool of myself all this time


