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Risa: When someone takes the TOEIC test and they get their scores, how can
they find out if they’re in a good balance or not?
Mr. Anderson: OK. If you’re not sure if you are in a good balance, then what you
can do is go to the TOEIC website and there’s a chart there with the scores there
for listening and reading and for speaking and writing. And you can see maybe
what your strengths and your weaknesses are. And make a plan for how you
want to improve.
Risa: I have a question about pronunciation. It’s kind of difficult for a Japanese to
listen and compare (different sounds) and then actually to speak (English). Why
is that? Do you know why?
Mr. Anderson: Well, it’s because different languages use different sounds. So
there are some sounds that are used in English that are not used in Japanese.
And in fact if a speaker whose first language is Japanese spends a lot of time
speaking English, their mouth is even going to feel tired after they’ve been
practicing. It’s something that a learner should expect.
Risa: Right. Is there a way to improve for a Japanese in pronunciation?
Mr. Anderson: Definitely. I think that the way to improve your pronunciation is to
go ahead and listen to a good sample of speakers. And then it’s nice to record
yourself and then listen to yourself.
Risa: That’ a challenge isn’t it?
Mr. Anderson: It’s a challenge but it’s something that you can do by yourself. You
don’t need to worry about other people being around, right? So if you want to
you can do it by yourself. But then again it’s also good to get together with other
speakers of English, practice your English and you can see from the response
you get from other people whether you speak intelligibly or not.
Again I think it’s a good idea to practice. You can go to a speaking class and

practice together with a teacher. But it’s also good (to practice) by yourself, to
record yourself and listen to yourself and get together with other English
speakers. That’s going to help you improve your speaking. And it’s going to
make you a stronger learner of English.
Risa: Now, do you have a message for our Podcast listeners?
Mr. Anderson: Sure! Definitely. Learning a second language can be difficult
sometimes and I know that in Japan there’s very strong instruction in listening
and reading. But I think it’s important to be a balanced person. To know a
language well, yes you do want to be able to listen to other people’s ideas, you
do want to be able to read other people’s ideas, but you also want to express
your own ideas through speaking and writing.
It’ kind of like a baseball player. If a baseball player just focuses on catching the
ball and they don’t learn how to bat, well then they are not gonna be a very good
baseball player. And it’s the same way with English. You want to be able to be
good at listening and reading, the receptive skills, as well as speaking and
writing, the productive skills. So I encourage you to work hard and become a well
rounded person. I’m sure that if you work hard at all four of those language skills
then it’s going to be very easy for you to get a job.
Risa: OK. Our time is up. Thank you Mr. Anderson.
Mr. Anderson: Thank you!
Risa: I hope you listeners find this very useful, I’m sure you will. I’m Risa
Shiraishi.
※このスクリプトは言い間違えている箇所は正しい表現にしています。
＜日本語訳＞

Risa: TOEIC テストを受験し、スコアが出たら、自分がバランスがとれているかどうか
はどのようにして分かるのですか？

Mr. Anderson:自分が良いバランスを保てているかどうか分からない時は、TOEIC サ
イトに行ってみて、リスニングとリーディング、それからスピーキングとライティングの
スコアのチャートがそこにありますから。そこで自分の強みと弱点が何かを見つけら
れるはずです。それからどのようにして上達させるか計画を練る事ができます。
Risa:発音について質問があります。日本人にとって英語を聞いたり、（いろんな発音
を）比較したり、実際に話たりすることは難しいようです。それはどうしてでしょうか？
Mr. Anderson:それはですね、言語によって異なる（発）音があるからなのです。英語
で使われる（発）音の中に日本語にはないものがいくつかあります。母国語が日本語
の人が長い時間英語の発音の練習をした後、口が疲れてしまうことが実際によくあり
ます。英語を勉強する人にとってはごく自然な事だと知っておくといいかもしれませ
ん。
Risa:そうですね。日本人が発音を上達させる方法は何かありますか？
Mr. Anderson:もちろんです。発音を上達させるには、良い手本となる人の発音を聞く
事です。さらには、自分の発音を録音して、聞いてみるのも良いですよ。
Risa:それは勇気が要りますよね？
Mr. Anderson: 確かに勇気が要りますが、自分一人でできることです。他の人に聞か
れる心配は要りませんよね。だからしようと思えば自分だけでできます。しかし同時に
他に英語を話す人達と一緒に英語を練習するのも良いことです。他の人たちの返答
から自分が分かりやすく話しているかどうか測ることができます。
繰り返しになりますが、練習はとても良いことです。スピーキングクラスへ行って講師
と練習しても良いでしょう。しかし自分一人で、声を録音してそれを聞いてみて、それ
から他に英語を話す人たちと集まるのも良い練習です。それがスピーキングを上達さ
せるのに役立ちます。それが英語を学ぶ人たちに自身をもたらすのです。
Risa:では、ポッドキャストリスナーの方へ何かメッセージをお願いします。
Mr. Anderson: もちろん！第 2 言語を学ぶことは容易くはありませんし、日本ではリ
スニングとリーディングに重きをおいた教育を行っているとことを知っています。
しかしバランスの取れていることが大切だと思います。ある言語を知るということは、
人の考えを聞きとれるようになり、人の思いを読むことで知る事ができるようになると

同時に、話したり書いたりすることを通して自分自身の考えを表現できるようになる、
ということなのです。
それは野球選手と似ています。もしもボールを取ることにばかり取り組んでボールの
打ち方を学ばなかったとしたら、有力選手にはなれません。英語にも同じことが言え
ます。リスニングやリーディングの受信能力と同様に、スピーキングヤライティングの
発信能力を高めたいのです。ですから一生懸命取り組んで調和のとれた人になってく
ださい。4 技能全てをきちんと勉強すれば仕事を見つける事にも役立つでしょう。
Risa:わかりました。お時間がきたようです。アンダーソンさんありがとうございました。
Mr. Anderson:ありがとうございました！
Risa:リスナーのみなさんにとってこの情報が役に立つことを願っています。白石りさ
でした。

