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Jordan: Yeah. It's really just a place you go for
conversation, just a kind of a place you go to
meet friends. Students come here from all

different types of occupations or lifestyles. And
um, they come here to practice English and to
have a good time. And so, it's really that's just,
for the most part, it's coming to meet friends.

you came from and Japan, can vou describe
them in one word each?

Jordan: Yeah. this one i challenging. America
�
compared to Japan, I think, I guess, I'd say,
Amenca 1s varied and Japan·1s smgular, I guess
.

ジョ ー ダン：難しいですね。アメリ
力は日本と比べると 、 多分、 そうだ
な 、 アメリカは多様で 、 日本は単一
かな。

Sara: Can you tell me why you chose those
words?

サラ：どうしてそういう言葉を選ん
だのか 、 教えてください。

Jordan: Obviously America has many different
nationalities. Because of that there is many
different lifestyles, there is many different ways

of thinking. And although Japan... is, is
becoming more·mternat1onal I think, I think
the mindset is still, …1s
· strll predominantly
apanese-onented, and so it seems in America
you might have Caucasmn mindset and
.
MeXIcan mmdset, African-American mindset.
But in Japan it's predominantly Japanese
mindset.

8 Sara: Right. Ok. When commumcatmg

with the native speaker, are there anything
important other than language skills?
occupa t ion 固職業
varied 囲多種多様の
Caucasian 囮白人の
mindset 固考え方、 思考
52

サラ： 2つの国 、 あなたの出身国と
日本とを比較して 、 それぞれを1語
で言い表してもらえますか？

ジョ ー ダン：それはもちろん、 アメ
リカには多くの国籍の人たちがいる
ということです。だからたくさんの
ライフスタイルがあって 、 多くの考
え方があるんです。 そして、 日本も
国際化はしているけれど 、 考え方は
まだ日本的な部分がほとんどです。
だからアメリカではもっと白人的、
メキシコ的、 アフリカ系アメリカ人
的な発想をするのではと思います。
でも日本では圧倒的に日本人的です
ね。

Jordan: I think the willingness to show
you are
willing to connect with the person, to show

them that you are listening, that you are
mterested in them, that you can relate to
them.
So it's kind of, I guess it's shown through
body
language and attentiveness …. Ok.

e

Sara: Finally, are there any advice for
listeners about how to improve their Engl
ish?
Jordan: I'd say, read. Read anything from
novels to rnagazmes, newspapers. And um,
focus on reading. And if you see vocabula
ry or
grammar or any sort of expression that you
see
in the text, if it looks useful, I recommend
trying to imitate and copy 1t m your own
conversation.

predomin an tly

國大部分は、 圧倒的に

サラ：最後に、 リスナ ーに、 英語の
上達法についてアドパイスがありま
すか？
ジョ ー ダン：読むことです。 小説で
も雑誌でも新閻でも。読むことに集
中するんです 。 単語でも文法でも表
現でも 、 そこで見て使えるなと思っ
たら 、 自分で会話をする時にマネし
て使ってみることをおすすめします
ょ。

Sara: Okay. Thank you ve1y much.

サラ：オ ー ケ ー、どうもありがとう。

Jordan: You are welcome.

ジョ ー ダン：どういたしまして。

Sara: Okay, this is it for this month's IOQ
for
you! This is Sara and good bye for now!
Jordan Michael Atcheson
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アメリカ ・ テキサス出身。趣味は絵を描くこと、
物語を害
くこと、 フリ ースタイルフットポ ー ル。英会話喫茶 ー
ノ ト
ンプレイスのレギュラ ー スタ ッ フ。木・士・日
曜日担当゜
ノー トンプレイスは、 東京 ・ 池尻大橋にある英会
話喫茶。
い つでも外国人スタ ッ フがいるから、 好きなと
きにあな
‘
たの英語が試せます。 フレ .....
ドリ ー な雰囲気の中、 楽し
みながら英会話が身につきます。 隔週土曜日に
は趣向を
凝らしたバーティも開催。 ぜひドアを開けてください I

サラ：そうで すか。 わかり ました 。
ネイティブスピ ー カー と交流する際
には 、 語学力の他に重要なことはあ
るでしょうか？

ジョ ー ダン：相手と互いに理解しあ
いたいことを示す気持ちだと思いま
す。 相手の話しに耳を傾けて 、 相手
に興味があるということ 、 関われる
ということを示すことです。だから
それはつまり ， ポディ ー ランゲ ー ジ
だったり、 相手への気配りを見せる
ことでしょう。

http://www.nortonplace.jp/
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willingness 固進んですること
attentiveness 固気を配ること

―

imitate

サラ： では、 ここで今月の "10Q

for you!" はおしまいです。サラで

した。それまでさようなら！

●

8 Sara: Compare the two countries, where

ジョ ー ダン：ええ。 そこは、 会話を
しに、 友達に会いに行く場所です。
色々な職業やライフスタイルの人が
ここには来ます。 そこで英語を練習
して、 楽しむんです。 だからそれは、
だいた い友達 に会い に来る 場所と
言って良いでしょう。

