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　「英語の上達のためにどんなことをし
たら良いですか？」これは私たち外国人
講師が本当によく聞かれる質問です。多
くの生徒様は週に一度だけのレッスンで
は上達の実感があまり沸かず、レベル
アップのため他にどんなことができるか
知りたいものだと思います。おすすめの
学習法の詳細なリストをご覧になりたい
方は、ぜひスクール長であるJacquesのブ
ログ(http://www.englishnow.jp/

jacques_blog.html)をご確認下さい。語学
学習に有効なさまざまな方法が紹介され
ていますよ。

　私自身が好んで取り組んでいる学習方
法の一つが、習得を目指す言語を使用す
る場面を探したり、実際にその経験を得
られるよう計画することです。さて、こ
こで私が言う「場面」や「経験」とはど
んなものでしょう？例えば休日の午後、

ご自宅で英語話者とビデオチャットをし
て過ごすようなシンプルなもので構いま
せん。または夜に東京に出向き、新しい
外国人の友人とお話しするのも良いです
ね。英語の上達に有効な些細で容易な方
法はクラスの外にもたくさん存在しま
す。さらに言えば展示会やコンサートな
ど、よりしっかりと計画を練ることで経
験できることもあるでしょう。スポーツ
イベントやディナーパーティー、フェス
ティバルなどもおすすめです。こちらは
まとまった時間を要することが多いの
で、お忙しい方はスケジュール調整が大
変かもしれません。ですが得られるもの
はかなり多いですし、もちろん楽しくも
ありますよ！

　クラス以外の場所で外国語を使う体験
をすることに恐れを感じるかもしれませ
んが、もしまだ試したことがないのでし

たら、ぜひ一度挑戦してみて下さい。自
分のスピーキングやリスニング能力が実
生活で通用することを目の当たりにすれ
ば自信はかなり高まりますし、クラスで
も精いっぱい頑張ろうと今以上に意欲的
になれるでしょう！現在、私は日本の全
ての都道府県に訪れることを目標に掲げ
ています。もしこれまでの日々の中で友
人たちと日本語を使う経験をしてこな
かったなら、今感じているほど私は日本
語に親しみを抱くことはなかったでしょ
う。最近では英語を話している時、無意
識に日本語が混ざっていることさえあり
ます！経験の機会を見つけ出すのは簡単
ではないかもしれません。しかし、努力
が十分報われるほどの恩恵をきっと得ら
れることでしょう！

A question we are commonly asked 
as foreign language teachers is 
“How can I improve my English?” 
For many students, it’s difficult to 
see improvement with only one 
class a week, and they want to 
know what else they can do to work 
on their skills. For a detailed list of 
recommendations, please refer to 
our Director’s Blog at http://
w w w . e n g l i s h n o w . j p /
jacques_blog.html, where he has 
outlined a number of ways to work 
on your language abilities. 

One of my own favorite ways is to 
practice by  seeking out and/or 
planning experiences that use your 
target language. Now, what do I 
mean by “experience?” Well, it 
could be as simple as spending an 

afternoon at home video-chatting 
with someone in English. It could 
be an evening in Tokyo talking to a 
new friend from abroad. There are 
many simple, easy ways to work on 
your skills outside the classroom. 
And then there are the more 
planned-out experiences, such as an 
exhibition or a concert. A sporting 
event, a dinner party, or a festival 
are also good options. These often 
require more time to put  together, 
so they can be more difficult to 
arrange when you have a busy 
schedule. However, they  are very 
rewarding, and of course they are 
fun, too!

Hav ing a fo re ign l anguage 
experience outside the classroom 
may seem intimidating, but I 

strongly recommend that those who 
haven’t tried it  at least once do so. 
Seeing your speaking and listening 
skills work in real life can really 
boost your confidence and motivate 
you to push yourself in class as 
well! If it weren’t for my Japanese 
experiences with friends (I’m 
currently trying to visit all the 
prefectures in Japan.),  I wouldn’t 
be as comfortable with the 
language as I am now — I even 
find myself using Japanese when I 
speak English these days!. Seeking 
out these experiences can be hard, 
but the benefits make it worth the 
effort!

Have an Experience With  Your Language Studies!

経験を伴う語学学習を！
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