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With English, as with any 
language, the cadence of speaking 
and reading are very important. It 
can be tempting to focus on one 
word at a time, getting the word 
perfect before moving onto the 
next, but that is something of a 
trap. For English especially, the 
words  alone are not the sole unit 
of meaning, the sentence they’re 
in has important information. 
Focus ing too much on an 
individual word, one might lose 
the rhythm of the sentence, and 
begin to sound robotic.

Faced with this  problem, how best 
to combat it?

For myself, I’m a musically-
inclined individual. If you’ve had 
a class with me, you’ve maybe 
heard me talk about karaoke 

before. I think karaoke can be very 
helpful for learning any language, 
but especially English. Karaoke, 
or even just singing along with a 
song one enjoys, helps  one learn 
new rhythms  of speech and 
pronunciation.

N o w , i t ’ s  n o t a l w a y s 
conversational! Singers  love to 
draw out certain syllables, reduce 
others, play with stress  and put it 
in unusual places. But that’s  why 
it’s good practice! Moving along 
with the music, one has to stretch 
their linguistic muscles to keep up. 
Being able to do the unusual 
rhythms of music makes  it easier 
to do the normal rhythms of 
reading.

There are other ways too, of 
course. Perhaps the easiest to do 

alone is  to read and re-read aloud. 
Read a sentence once, taking your 
time to get the meaning, then re-
read it aloud quicker this time. 
Follow the punctuation marks to 
moderate your rhythm, pausing 
with commas and stopping with 
periods. One can do this with any 
kind of English writing, not just 
with textbooks! And one can start 
to learn the different tempos that 
different authors  write in, whether 
it’s solid business writing, or more 
florid literary work. 

By working in this  way, practicing 
on larger units  of meaning, clauses 
and sentences  rather than just 
words, your grasp of how English 
is spoken can jump even higher. 

The coronavirus  pandemic and its 
effects have left many of us 
drained both physically and 
mentally. It seems that the only 
sure thing is uncertainty. It is 
indeed an interesting situation 
with so many changes, and so 
many things beyond our control. 
There are many things we can do, 
though.

We can act on the areas that we 
actually have power over — like 
learning English. How is your 
English progressing these days? 
Do you feel you have fallen 

behind — like your English is 
slackening and slowing down like 
everything else?

This doesn’t have to be the case. 
You, yourself can decide how to 
live your life. If you sit on the 
fence to wait it out, nothing will 
happen, that’s  for sure. Navigating 
the current state of affairs requires 
a certain effort to assess  what you 
want in life — in this  case, REAL 
English communication — and 
the courage to take action to 
obtain it. 

If you really want to improve and 
enhance your English skills  — 
which is now more important than 
ever — the pandemic is  the 
perfect time.

Come visit us at English Now! 
and realize that learning in these 
exciting times  is not only a 
possibi l i ty, but a fantast ic 
opportunity!

It all depends on YOU.

“If it is to be, it is up to me!”

“Learning New Rhythms”

Claire Sang

Robert Lennon
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　他のあらゆる言語と同じように、英
語も抑揚をつけて話したり、読んだり
することが非常に大切です。つい一つ
の単語にだけ集中し、完璧に理解して
から次に行きたくなりますが、実はこ
れが落とし穴なのです。特に英語にお
いては単独の単語が大きな意味を持つ
ことはあまりなく、背景にある文章に
こそ重要な情報が込められています。
一つの単語に注目しすぎると文章のリ
ズムを見失い、無感情に英語を話した
り、読んだりしてしまいかねません。

　ではこの問題に直面した場合、どう
立ち向かっていけば良いでしょう？

　個人的なことを言えば、私は音楽を
使うのが好きです。私のレッスンを受
けられた生徒さまには、以前にカラオ
ケのお話をしたことがあるかもしれま
せん。カラオケは語学、特に英語を学
ぶ上でかなり役に立つと思います。カ

ラオケだけでなく、ただ楽しく曲に合
わせて歌うだけでも、これまで知らな
かった発話のリズムや発音を身につけ
ることができます。

　と言っても、全ての歌が会話的とい
うわけではありませんよね！歌手に
よって特定の音節を伸ばしたり、他を
短くしたり、抑揚をつけながら、普通
ではない箇所を強く歌ったりもしま
す。ですが、これこそ良い練習の秘訣
なのです！音楽に沿って歌い進めてい
くと、遅れを取らないよう、その言語
を発音するのに必要な顔の筋肉を動か
さなくてはいけません。音楽に乗せて
独特なリズムを取れるようになれば、
英語を読むための標準的なリズムは
もっと簡単に感じられるでしょう。

　もちろん、他にも方法はあります
よ。おそらく一番簡単なのは、一度読
んだ文章をもう一度音読することで

す。まずは文章を読み、時間をかけて
その意味を確認し、今度は先ほどより
も速く同じ文章を声に出して読みま
す。句読点に気をつけながら抑揚をつ
けてください。コンマがあれば間を置
き、ピリオドで止まります。テキスト
だけでなく、あらゆる英語文でこの練
習ができます。また、堅いビジネス文
書や華やかな文学作品など、書き手や
文章のタイプによるテンポの違いを学
べることもあるでしょう。

　こうした練習によって、単語だけで
なくもっと大きな意味のかたまりや区
切り、文章の話し方を練習できます。
そして、英語がどのように話されてい
るのかの理解もかなり深まることで
しょう。

　新型コロナウイルスの影響により、
たくさんの人が精神的にも肉体的にも
疲れ切っています。「はっきりしてい
ることがない」というのが現在分かっ
ている唯一の事実のようにも感じま
す。実際にさまざまなことが変化する
不可思議な状況の中で、あまりにも多
くのことが私たちの手に負えません。
もちろん、できることもたくさんあり
ますが。

　今は自分の力が及ぶ範囲のこと―た
とえば英語学習に取り組んでみるのは
いかがでしょうか。ここのところ、英
語の上達具合はどうですか？他のさま

ざまなことと同じように、あまり振る
わずペースが落ちているようにお感じ
ではありませんか？

　そうなってはいけません。どのよう
に人生を歩んでいくか決めるのは皆さ
ま自身です。ただ柵の前でじっと座っ
て待っていても、確かなのは何も起こ
らないということだけです。今の状況
を乗り切るのに必要なのは自分が求め
るもの―ここで言うなら本物の英会話
力―を見極めるための確かな努力と、
それを手にするために行動を起こす勇
気です。

　もし本当に英語を上達させたい、
もっと高い英会話スキルを身に付けた
い―これは今まで以上に重要なことで
す―とお考えでしたら、今が格好のタ
イミングです。

　ぜひENGLISH NOW!にお越しくださ
い！ここで楽しく学ぶ時間が上達につ
ながるだけでなく、皆さまにとって素
晴らしいチャンスにもなることを実感
してください！

　すべては皆さま次第ですよ。

「為せば成る！」

「新しいリズムの習得」

サング・クレア

レノン・ロバート


