
「英語を学ぶ ～みつけてみよう、あなたの学習法～」

吉井誠

2016年 10月29日、熊本県立大学2号館中講義室2において、平成28年度文学

部フォーラム「英語在学ぶ～みつけてみよう、あなたの学習法～」を開催しました。

本フォーラムは、英語を学ぶ効果的な学習方法についてともに考える機会として企画

しました。高校生・大学生による発表、多読指導と研究の第一人者である高瀬敦子氏

による基調講演、その高瀬氏、信愛女学院高校の英語科教諭大津氏、英語英米文学科

から Lavin氏、飯村氏によるパネルディスカッションを行いました。当日は約 150

名の聴衆が熱心に聞き入り盛況のうちに終わりました。

当日のプログラムの概要は以下の通りです。

く次第＞

13: 00 開会挨拶 半藤英明熊本県立大学学長

発表「私が見つけた英語学習法」

山下紘佳信愛女学院高校3年

小｝｜｜広洋英語英米文学科 1年

徳永真歩英語英米文学科4年

質疑応答コーディネーター吉井誠文学部教授

13: 40 基調講演高瀬敦子関西学院大学非常勤講師

14 : 10-14 : 25 休憩

14: 25 パネルディスカッション

パネリスト 高瀬敦子

大津秀司 信愛女学院高校教諭

Richard Lavin 文学部教授

飯村英樹 文学部教授

コーデ、イネーター吉井誠

15: 45 閉会挨拶砂野幸稔熊本県立大学文学部長

16: 00 閉会

発表「私が見つけた英語学習法j

フォーラムは学習者からのそれぞれの学習方法についての紹介で始まりました。信

愛女学院高校3年生の山下紘佳さんが英文のパラグラフ翻訳による学習方法につい
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て、次に英語英米文学科 l年生の小川広洋君からスピーキング力をあげるための工夫、

最後に英語英米文学科4年生の徳永真歩さんから映画視聴を工夫した英語学習法につ

いて紹介がありました。発表の内容は以下の通りです。

「和訳学習法」 信愛女学院高校3年山下紘佳さん

私が高校生活の中で見つけた英語の勉強法は、英語の長文在日本語に訳すことです。

英語の長文といっても、入試問題のような難しい文章ではなく、環境問題や社会問題

に関する文章から、ジョークを含んだ物語など、 200から 600単語程度の長文を訳

してきました。

やり方は、ノートを用意し、左側に印刷した英文を貼り、右側に日本語を一行ずつ

空けて書き、英語の先生に添削してもらいます。その後、添削された部分を確認して、

英文を見ながら、日本語で、声を出して読みます。わからない単語の意味などは、コ

ピーした英文に宜接単語の下に書き込みます。私は、 1回につき、 2、3段落、 300

単語程度を、できるだけ毎日訳しました。その中で、私がやってよかったなあと思う

点を紹介します。

一つめはたくさんの単語を知ることができるという点です。市販されている

DB4500などの単語帳に出てくる単語を覚えることも確かに大切だと思います。しか

し、同じ単語にも多くの意味があり、時と場合によって使い分ける必要があります。

長文を訳す中で、知らなかった意味や、似たような意味を持つ英単語に出会うきっか

けとなりました。さらに、環境に関する文章などで頻繁に出てくる英単語や熟語など、

単語帳に載っていない英単語も出てきて、その単語の意味や使い方を知ることができ

ました。

二つめは文法を見抜く力がつくという点です。以前から文法のテキストなどを使用

していましたが、それらと違って英語の長文には、どんな文法が含まれているか、大

事なことは何か、そういったヒントはほとんどありません。ですから、自分で見つけ、

正しく日本語に訳す必要がありました。特に一文が長いほど、関係代名調や、接続詞、

省略などがたくさん含まれており、どこまでが主語なのか、どの部分が修飾している

のかと、とても悩みました。始めはよく混乱して、間違った読み取りをしていました

が、数をこなしていくうちに、 so～ thatの用法など、離れていて、見落としがちな

文法にも目が行くようになり、修飾している部分、修飾されている語の区別がつき、

主語と述語を正しく見分けられるようになっていきました。また、無生物主語といっ

た、訳し難い文章にも慣れていきました。

三つめは、英語以外のたくさんのことを知ることができるという点です。私は今ま
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で、評論から物語までたくさんの英文を読み訳してきました。スラムで、暮らす人々の

現状、色んな国の政治体制、ある国の文化や風習、挫折から立ち直った人の話、結婚

や心温まるエピソードなど、興味がなければ知る機会さえない国外、国内の話を知る

ことができました。

このように、日本語に訳すことで、その英文に対して自分がどこまで理解したか、

目に見える形で知ることができました。さらに、自分の単語刀、文法力も確かめられ、

また英文を読むことに対する抵抗感が薄れていき、読むスピードも速くなっていきま

した。初めは多少面倒だと思いましたが、数をこなしていくうちに、英文にもJ慣れて、

段々と辞書を引く回数が少なくなり、何より、こんなにたくさん読めたのか、と英語

に対して自信がついてきました。易しいものから始めて行き、自分のベースで続けて

行くことがいちばん大切だと実感しました。これからもさらに、物語や、歴史、

J 関する文章等を読み、色んな知識を身につけて行きたいと思います。これで私の話

ります。ごj斉聴ありがとうございました。

「スピーキン i年小JII広洋さ

英文 1年の小J1 lです。今日私は、英語学習に関して、特にスピーキングに絞っ

をしてし、きたいと思います。まずこのグラフを見てください。これは、私の英文科会の

友だちが、英文科の l年生を対象にして、英語教育についてアンケートをした時の結

果の一部をもらってきました。題名は「中高で、学びたかった、身につけたかった力」

ということで、英文科の学生ならではの結果にはなると思うのですが、見たところ、

8割以上が日常英会話を含めて英会話が足りなかったと感じているようです。これに

は私もすごく同感しています。私は実際に海外に渡航する機会があって、中学校の英
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語の文法や知識をかなり身につけていると自信を持っていたのですが、実際に会話し

てみると、すごく伝わらない部分がたくさんあったので、この結果にはすごく納得し

ています。ただ、学校で会話の力そ伸ばすことができないのであれば、他に自分で学

習する機会を作る必要があると思って、自発的に活動を始めました。

まず英語は、よく inputとoutput、もしくは 4つの abilityに分かれると言われま

すが、実際に会話していると、たとえばリスニング、で、相手の言ったことを聞いた後に、

ピーキングにするまでに、 Processingability、要は相手が言ったことを聞いて自分

が話すことを考える力や、自分が何を言うのかをクリエイトする力が求められます。

日本人はだいたいこれを日本語でやるとかなり時間がかかるので、会話の中では英語

E i本語に訳す時間はありません。なので、私はこの Processingabilityにすごく重

きをおいて学習しています。話すためにこの Processingabilityを鍛えるときに、私

がよく使っている三つの方法が、英英辞典の活用と、英作文と独り言です。

まず英英辞書の活用ですが、もちろん英語で英語の単語を理解するという意味もあ

りますが、特に Paraphrase、言い換えのアイディアそ作る方法を身につけるという

のが大きいです。たとえばWhiteDayなど日本特有の文化や習慣を説明するときは、

外国では WhiteDayが何なのかわからないので、他の英語を使って WhiteDayを説

明しなければいけません。なので、英英辞書を活用することによってどのように他の

英語を使って、 WhiteDayを説明するのかが身につけば、スムーズに会話を成り立た

せることができるということです。

次に英作文について、自分で使える文を自分で、作ってみることについてです。たと

えば、ユメタンという単語帳に載っている gratitudeという単語があって、だいたい

例文が下に 2,3個載っていると思います。それはあくまで使い方在理解するもので

あって、意味のわからない例文がたまに載っていますが、使うことはありません。私

だったら、この前イギリスに行ってきたので、 Icame back from the UK with gratitude 

to my host family.みたいな感じで、自分で絶対使うだろうという文を作ることで、覚

える効率もよくなると思います。

最後に独り言についてです。独り言に関しては、学校で英会話の授業が少なかった

ので、個人的にできることとして、始めたものの一つです。私は独りで何かをしてい

る時、たとえばお風呂に入っている時だったり、車で通学している時だったり、そう

いう時によく英語で独り言をします。内容は何でもいいんです。大事なのはスピーキ

ングの機会を作るということです。なので、最初は簡単に話せる自己紹介や、趣味に

ついて話すのがいいと思います。自分で、文章を作ったり、うまく使いこなせるように

練習したりするときに独り言というのはすごく有効で、使いたい表現在事前に決めて
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おくと独り言もうまくなると思います。独り言そしていて身についたと思う能力は、

即時性です。スピーキング》こはライテイングと違って日本語を英語に訳したり、 svo
のような学校で学ぶ文法というのは頭に考えたりする時間がないので、言いたいこと

をすぐに英語で考える必要があるんですね。なので、もちろん言うこと在頭で整理す

るのは必要ですが、それを日本語で、やっちゃうと時間がかかるので、英語でやる力を

これで身につけます。加えて発音も以前よりかなりよくなったと言われるようになり

ました。文法ミスなどは、話していて自分で気付くので、その後に英語の辞書；を引け

ばいいですし、とりあえず、話じている、独り言をしているときは話し続けます。さつ

い単語を表現したり てア 可タ
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始めに、きっかけで、すが、県立大学の方だ、ったらわかると思いますが、 LLCという、

語学学習ルームが学内にあります。そこにはいろいろな DVDと本、パソコンがあり

ますが、私はそこで映画を観るようにしました。初めて友だちと LLCに行って観た

映画がこの『マンマ＠ミーア」なんですけど、ただ私はミュージカルが好きというこ

とで、この映画を友だちと観ました。その時初めて字幕なしで、英語だけで観ょうと

しました。その時に映画の映像だったりとか、音楽に頼ってストーリーはもちろん理

解できたんですけど、英語自体を聞き取ったりとか、理解をしていたかというとそう

なかったので、すごく悔しかったのを覚えています。でも友だちは理解できてい

、すごく英語も聞き取れていたので、そこですごく私のモチベーションが上がって、

これから映画を観て聞き取れるようになろうと決意しました。

次に私なりの学習方法をご紹介いたします。まず始めに音声は必ず英語で聞くよ

うにしました。次に字幕なんですけど、目標としては字幕なしで、ということだ、った

んですけど、映画を観て難しかったりだとか、最初の頃は本当に英語を聞き取るのが

難しかったので、英語の字幕を付けたり、それでも難しいときは日本語に替えたりと

かしました。映画を選ぶ際には、自分の好きな映画を観るようにして、好きなジャン

ルや、好きな俳優がいるような自分の興味に合うような映画を選んで楽しんで観るよ

うにしました。単語、表現など、映画の中で難しいところが出てきたりもするんです

けど、あまり細かいことはその場では気にせずに、映画を楽しむということを重視し

ました。それで、もやっぱり単語だったり、表現で気になるものは映画を観終わってか

ら調べたりはすることがありました。あとは、映画は時間を取ってしまう、というこ

とがあるので、なかなか忙しいとは思うんですけど、私なりに空いている時聞を使っ

て、学校にいる聞は、授業の空き時聞を便って、あとは放課後、空いている時間を使っ

て観ていました。

実際に私が今まで観たものを紹介します。まず始めに、聞きやすい映画を紹介しま

すり映画にはいろいろな種類があって、始めはディズニー映画がすごく好きだったの

で、英語も聞き取りやすくて、このようなディズニーの映画をたくさん観ました。こ

ういうものは字幕なしでも簡単に観られるので、よく自分の自信にもつながって、す

ごくモチベーションも上がったのではないかなと思います。次に、今まで観たことが

あるような映画を字幕なしで挑戦したりもしました。『パイレーツ』とか、「ハリー＠ポッ

ター」とかすごく有名なので、字幕付きで観たことがあったり、日本語で観たことが

あったりすると思うんですけど、そのストーリーを知っている映画を字幕なしで挑戦

しました。でも『パイレーツ』を観たときに、海賊独特の説りというか、そういうも

のがあって、難しいなと思うこともあったんですけど、そういうときは英語字幕をつ
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けたりだとか、日本語に替えたりもして、あまり無理せずに取り組むようにしていま

した。

映画ではなく、ドラマなんですけど、映画だけではなく海外ドラマもいくつか観ま

した。ドラマだと一話が 40分ちょっとで終わるので、あまり時間がないときにも観

られると思って、観るようにしていました。ミュージカルが好きなので、『glee／グリー』

を観たり、ニューヨークの街並みとかに憧れて『ゴシッフガール』を観たりとか。ド

ラマだとストーリーが長いのですごく、どんどん観たくなるというか、続きが気になっ

たりして、継続できると思います。

私なりにその効果について考えたんですけど、始めのころはリスニングがすごく苦

手で、やっぱり日本語の字幕に頼っていたかなということがあります。でもだんだん

英語の字幕に替えるようにして、次は英語の字幕に頼るようになってしまいました。

英語の字幕で慣れてくると、字幕の実認を理解するスピードが上t｝ってきます。

全
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次に関西学院大学非常勤の高瀬敦子氏がご自身の英語学習を振り返りながら英語学

習の工夫について話されました。英語学習の教材や機会に恵まれなかった時代や環境

においても工夫次第では色々な学習が可能で、まさに不足しているからこそ、限られ

た教材や機会を最大限に活用し集中して学習してこられた様子がうかがえました。氏

のユーモアあふれる楽しい体験談を聞きながら自分も奮起せねばと大いに刺激を受け

た出席者は多かったに違いありません。発表の内容は以下の通りです。

感謝講演高瀬敦子氏

（英語学習の私の工夫」

私は福岡の山奥で育ちました。図書館といえば学校の図書館しかない。本屋さんも

ない。そんな中、ラジオと新聞、それから大人向けの文学全集は買ってもらっていま

した。英語の学習については、基礎英語、英会話を小学校5年生から。姉の横で聞い

たり、筆記体をまねて書いてみたりしていました。

中学2年生の時に長姉が“Jackand the Beanstalk”の本を買ってくれまして、うれ

しくて学校に持って行ったところ、たまたま先生の自に留まり、翻訳の添削をしてく

ださることになりました。

そこから始まって、辞書で guess、malくe、takeなどを使った英文を調べてはノー

トにまとめていました。また、海外文通を始めたんですけれども、習った英語では何

も書けないので、英語の手紙の書き方という本にある文章を自分に合わせてちょっと

変えて利用していました。こうして身についたのが、 Writingの基礎、 creative

writingです。

そのほかに、自転車通学の時聞を活用しました。家から学校まで 40分、見える景

色について大声で英語の独り言を言うんです。これが Speakingの基礎になりました。

その後中3の途中で福岡市内に転校することになったのですが、英語の教科書は難

しく、知らないことが山ほど。そこから猛勉強を始めまして、教科書に載っている単

語そ必死で覚えました。その時に始めたのがDictation（聞いて、書き取って、意味

を書く）です。

高校に入学すると、すぐ大人向けの英英辞典を買わされました。単語を引いても説

明がわからない。 lつ単語を引いたら、説明文中のわからない単語を全部調べること

になるので、結局たくさん辞書を引くようになりました。入部した ESSでは、上級生

から、 ReadingComprehension、英語の歌、 Speakingを習いました。留学経験のある

先輩に刺激され、私も留学したいと思うようになり、英会話学校へ通っては覚えた文
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章を使ってみるようにしていました。

努力の甲斐あって無事留学できましたが、周りが話す英語が速くてわからない。宿

題が出るんですが、それがまた聞き取れないので、友だちに毎日確認していました0

80ページぐらい出される宿題を、毎日夜中までかかってやりました。日本の中学、

高校で、文法をみっちり勉強したのに、実際書いてみると苦労の連続でした。

現場で役に立つ英語、使える英語というのに足りなかったのは、 Fluencyです。今、

は教える｛~I）に回って、 Listeηing も Speaking も普通のスピードで学生を鍛えています。

それと Writingや訳ではなくて、自分で creativeな文章を作らせています。それから

とか Shadowingでは、テキストを見ないで、耳からだけで練習する。

でずいぶん伸び方が遣うと思いまプ。

外国の英語教育の現場在、視察した

教室には：機器がない、 PCは英文科に 1

語力は驚く

英語に対する

し

と

どACCURACY

し1って九

ても、書かせたらめちゃくちゃ、とし

読ませて、

けないと思いまァ。

た

1けれども、

と
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パネルデ、イスカッション 「4つのスキルを伸ばす英語学習方法」

休憩の後に、高瀬氏、信愛女学院高校の大津氏、英語英米文学科から Lavin氏、飯

村氏をパネリストに迎え、同学科の吉井氏がコーディネーターを務めパネルディス

カッションを実施しました。大津氏からは、これまで取り組んでこられた訳読添削学

習について紹介がありました。授業外の自主学習の取り組みとして生徒に任意で実施

し、英文和訳のテキストを生徒の興味を惹くものから選び課題として与えました。長

期にわたる活動を通して英文和訳、それに対する教師からの詳細な添削を通して生徒

は着実に英語力を伸ばしていく様子が伝わりました。その効果の一端が先の山下さん

の発表でも表れていました。また自らの英語学習法についても言及され、語葉学習の

大切さについて強調されました。その後にパネリストにより、それぞれのスキルにつ

いてどのように学習していけばよいのか理論と実践を踏まえた説明がありました。以

下はその内容の要約です。

「Readingについて」（高瀬敦子氏）

英語力を向上させるには多読は実用的で大変効果的です。以下のことに留意しなが

ら多読活動を続けていくと楽しく、そして効果的に英語を学ぶことができます。

1 日本語に訳をしないで、英語のまま理解する。

多読初期の人は、日本語の癖をとるために、最初の 2-3カ月で非常に易しい本

を 100冊読む。

2 読書途中で未知語に出会ったら、辞書を引かずに推測してみるか、メモをしてお

く。

読書終了後に推測した未知語を辞書で確認する。推測が正しければその語藁は

修得。

3 読書スピードは 1分間に 100語前後（wpm＝本の総語数／分）を目安にスタート。

読書に慣れてくると、スピードは速くなる（wpm=200 -250）。

4 上記の（1+ 2 + 3）の条件を満たしながら、内容理解は 80%以上。

80%以上内容理解ができるぐらいの本を選んで沢山読む。速く読むために意味

を考えずに字面（じづら）だけ追ったり、絵だけ見て話者推測したり、ページ

だけめくったりしても、英語は上達しない。

5 楽しく面白い本や自分の興味あるジャンルの本を選択。

楽しい本・面白い本・興味ある本は吸収が良いため集中し易い。これが続くと

集中力が向上し、読書耐久力（ReadingStamina）がついてくる。 Learnto read 

by reading (Smith, 1985} ! 
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6. I司じ • !niじシリーズ者まとめ読み

同じ出版社の同じシリーズの GradedReaders (GR）は使用語藁や構文が統一され

ているため、様々な状況の様々な文章の中で、同じ語嚢＠文法。構文に頻繁に

遭遇し、語桑や構文を修得し易くなる。

7. Graded Readers (GR), Leveled Readers (L間，YoungReaders (YR）並行読み

8. 

GRは英語学習者の為に語長 q 構文ー文法等を制限して書かれた本であり、 LRは

英語を母国語とする児童用の段階的絵本、社会＠理科の副教材としても使用。

YRは小学校中＠高学年＠中学生用に書かれた図書。 GRとLR0 YRは使用語藁や

文法導ノ入順序が異なる。 GRは学習用、 LR/YIミはペーパーパックを読む準備とし

て効果的である。

同じレベルの本を 5-10冊読みW'Pl¥1"'100～ 150以上で内容をほぼ理解で

きて、楽しく面白く読めたら、徐々に本のレベルをよげる。

9.読書記録bをつける

自 る G『 lo るの

るのは楽しみであり、

10. L Z主い

や英検合格取得級を I~！ し いる

とっ fヤ：） 、。

主Z設な本を読むζ主主立；Eのよう芯効果対期待剖1'1ます

L 読める時 しし、時 もっと読みたくなる時 もっと読めるように くむ

叫や 」、＇？＇ モ『;:i 

ム勺 ＠ 三白五口王多三民ら L／－ズ e 文章。 自動化が起とる （見た

単語やフ ズを理解）

3.平易な本を山ほど読めば、基本語葉。フレーストが確実に身に付き、読書スピード

が上がり ツブアッ

基本単語 1,000語。 語が約

る。（どのような小説・テキスト＠専門書でも

を占める）

長期にわたり多読を実施していくことを通して次のような効果が期待されます

読書はピアノやスポーツと同じく、長く続ければ続けるほど上達（英語力向上）す

る。学生時代だけでなくその後社会人になっても一生の楽しみとして続けよう。最近

は大企業でも多読を推進するところがある。多読を沢山行った人の脳の働きは
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B世ingualの脳の働きに似ているという研究結果が脳外科の先生から発表された。

Bilingualの人は認知症を発症しないか発症しても 5年くらい遅いという世界的に有

名な研究もある。一生楽しく英語の本を読み続けよう。 HAPPYREADING!!! 

「Listen加gについて」（飯村英樹氏）

リスニングには，①音声の入力，②知覚（音の判別），③理解（テキストの意味）

という 3つの段階があります。①は音が耳を通して脳に入ってくる段階で，②は入力

された音を意味のあるものとないものに判別する段階です。そして意味のあるものと

判別された音だけが，③の段階に進み，意味の処理が行われます。英語を聞いていて，

速くて何を言っているのか分からなかったという場合は，知覚の段階で英語の音であ

ることが認識されずに 理解の段階にまで、進めなかった状態ということになります。

リスニングのプロセスは，ボトム・アップとトップ・ダウンに大別されます。前者

は，音素や語など細音防、ら句，節，文，文章など全体へと処理が進められるプロセス

を言います。後者は，聞き手が持っている背景知識（スキーマ）を活性化して，テキ

ストの内容を予測しながら，テキストの理解を進めていくプロセスになります。これ

までの研究結果から，ボトム・アップのプロセス在高めることがリスニング力向上に

重要であることが分かっています。

人聞が言語を一度に処理できる容量には限りがあり，このことを認知資源と呼びま

す。英語熟達度が低い学習者は，認知資源の多くを「知覚」が占めてしまい，英文の

「理解」までまわらない状態になっています。一方，英語熟達度が高い学習者は，「知

覚」が自動化されているため，認知資源の多くをテキストの深い「理解」に使うこと

ができます。したがって，リスニングをスムーズに行うためには，知覚を自動化させ

ること，すなわち，ボトム・アップ的な能力をしっかりと身につけることが重要です。

ボトム・アップ的な能力を高めるのに効果的な学習法として，デ、ィクテーション（聞

いた英文を書き起こす）や調音練習（正しく発音する），シャドウイング（聞いた英

文を復唱する）などが挙げられます。いずれの方法でも重要なことは，やりっぱなし

にしないことです。どの吾が聞き取れて（発音できて） どの音が聞き取れない（発

音できない）のかをしっかりと認識するということ，すなわち英語の音声を正しく理

解するということが，実は遠回りに見えて確実にリスニング力を向上させると言えま

す。
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「Speaking・ Writing について」（RichardLavin氏）

ここまでは受容的なスキルについてみてきましたが、 ここからは産出的なスキル、

speakingとwritingについてお話します。

まずは speakingについてですが、実際の会話においては早い反応が求められるの

で、学習の中でそれに対応できるようになるための工夫が必要で、すO まずは、定型表

現をなるべくたくさん覚えて、とにかく繰り返し練習することが大切です。そうする

ことで会話中に文法処理する必要性が減り、会話のスピードについていき、ある程度

その会話に参加することがで、きるようになり自信につながりますc 覚える表現は当然

自分のレベバノに合ったものが良いでしょう。例えば、初心者が Howare you？を覚え

るとしたら、中級者はそれ以外に HmAiセyourhusband／副長／brother/sister/family？と

どを覚えると良いでしょう。定型表現の暗記の過程在通して

に脳内の言語システムを構築していくこと

you 

知、っている

How 

ぐ、

との組み合わせ

歌ったり、

したりすることも

聞い

しいの 他の

スド
九以 ＇~、

を練習すること

い
ιー

自分、で言って

しょう。えると良い

映画の面白いセリ

cま

士一小

ことの伊！として、読んだ本について友達に伝え、

中身在思い出して blogなどに書き込む、等と

ビューや要約を書くことのっし

それについて言言をし

いう活動がありまッ。

Writingをl中心に考

ます。実は、こ

。

。ぎるとJ忠いまり

ビューが難しいと思えば、本の面白いところ

に正確に写しているかどうか在確認するのも良し

かに正確に書き写せるか、それはまた自分の英語力（英語の知識）とも切コながってお

り、英語力を確認する作業ともなります。

外国語の上達には、二つの側面が重要です。一つは新しい単語や表現在覚え、知識

在増やすこと、もう一つは既に持っている知識を自動化し、脳内の言語システムに統

合することです。日本で、は、どちらかと言えば、後者の方をもっと重視する必要があ

ると思います。こう言った活動の多くには、言恥語のリサイクリングが大きな部分を占

めてし、ます。既に学んだものを繰り返し練習し、自分のものにしていきます。

よって、知識が深まり、言葉が自動的に使えるようになってきます。

、
／

4
 

！
 、

占

こオっしに

も効果的です。写し

うすること
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「フォーラムを振り返って」 吉井誠氏

今回のフォーラムのテーマは「英語の学習法～みつけてみよう、あなたの学習法」

でした。フォーラムでは発表者、講演者、パネリストにより様々な学習法が紹介され

ました。自らの学習体験を踏まえたうえエピソードを交えながら、具体的な学習方法

について知ることができました。それぞれが自分に合った学習方法を工夫している様

子がよく分かりました。このフォーラムが自分に含った学習法を見出し、楽しく学習

を進めていく機会となることを願います。
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