今すぐ使える英語コミュニケーション｜IU-Connect
第8弾
誰でもできる、英語で会話を簡単に続けるコツ

Annie:

Hey.
こんにちは。

Arthur:

Hey Annie howʼs it going?
やぁ、アニー調子はどう？

Annie:

Good, how are you?
いい感じ。アーサーは？

Arthur:

Iʼm good. Itʼs been like what, six years?
僕も元気だよ。だいたい何年ぶり？６年？

Annie:

I donʼt know. Itʼs been a while for sure.
わからないけど、確実にしばらくぶりだね。

Arthur:

Yeah, yeah, well Iʼm glad to talk with you again. So yea so
tell me Whatʼs been going on with you. How have you
been these past 5 years? (laugh)
うんうん、でもまた話せて嬉しいよ。えっと、最近どう？ここ５年間
どうしてた？（笑）
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Annie:

Umm life has been good. Mostly work. I am actually
thinking about going back for school. so I am applying for
MBA programs, hopefully I start soon cause I want to
make the deadline.
えーと、生活はいい感じだよ。ほとんど仕事だね。実はまた学校に通
おうと思っているの。それでMBAのプログラムに申請しているところ
なの。締め切りまでに間に合わせたいから、すぐに始められればいい
けど。

Arthur:

Wow thats really cool. Wait so youʼre gonna like go to
business school?
へぇ、それすごいね！ちょっとまって、ビジネススクールにいくって
こと？

Annie:

yea.
そうよ。

Arthur:

Wow. Wait, why, so what made you wanna go to business
school?
おおー。待って、なんでビジネススクールに行きたいと思ったの？

Annie:

Umm, I just have been thinking about it for a while. Umm
itʼll open up more doors and I also want to go
internationally. I want to work internationally. So, I think an
MBA will deﬁnitely help me get there.
えーと、前からしばらくそのことを考えていたの。えー、可能性が広が
るし、国際的になりたいのよ。国際的な仕事もしたいし。だからMBA
がそれを叶えるのに絶対役立つと思ったの。
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Arthur:

Ok, cool cool, well thats really awesome, so like what are
you doing for work now?
なるほど、いいね。というかそれ本当にすごいじゃん。今はどんな仕
事してるの？

Annie:

So I work in tech support. umm, What I do is Iʼm basically
a consultant for like the ﬁrst line of defense. So when you
submit a question, they get to answer it and Iʼm there to
help them if they need it.
技術サポート（製品の技術的問題に関する購入者へのアフターサービ
ス）をしてるわ。えっとやってることは、基本的に最初の障害のよう
なことに関してのコンサルタントね。つまり、もし質問を送信したら、
技術サポート側がそれに答える。そしてもし助けが必要なら、そのた
めに私がいるってことね。

Arthur:

Oh ok ok so youʼre not like doing the real tech support
youʼre like the support for the support.
あぁ、なるほど。つまり、実際の技術サポートじゃなくて、技術サポー
トのためのサポートをしてるってことね。

Annie:

Yes, correct.
うん、そうよ。

Arthur:

Ok, well thatʼs gotta be kind of interesting. You get
interesting cases, you know?
なるほど、えー、なんか面白いね。面白い事件がありそうだね！
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Annie:

Yes for sure.
うん、もちろん。

Arthur:

Haha, yeah, no I mean itʼs funny, because you know i
graduated a couple of years ago. And I was like wow,
there are tons of jobs open for me, so I decided to make
my own job （laugh）
ははは、ううん、僕は２年前に卒業したから、なんか面白いなと思っ
てさ。で、その時僕は多くの仕事の選択肢があったんだけど自営業を
することに決めたから。（笑）

Annie:

So yeah, so tell me what have you been up to.
うん、じゃあどんなことが起こったか教えて。

Arthur:

No I umm, so, the last year of school, I went to tokyo,
because Iʼve been studying Japanese for like ten years
and.. yeah I went to tokyo and I saw that everyone is
learning english but no-one is really able to speak. You
know like if you go to european countries they can
actually speak. Even in china a lot of people can speak,
and like other countries they can speak. But in japan they
canʼt. And I saw it was because of the way that people
learn english over there.
ううん、違う、えーと、大学の最後の年に東京に行って、というのも、
１０年くらい日本語を勉強してたから…東京に行って、みんな英語を
勉強しているのを見たんだけど、誰も実際に英語が話せなかったんだ。
ヨーロッパの国々に行ったとしたら、ヨーロッパ人は実際に英語を喋
れるよね？中国でも多くの人が喋れて、同じように他の国の人も喋れ
るよね？でも、日本人は喋れないんだ。それでそこでは日本人の英語
の学び方のせいだってことに気づいたんだ。
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Arthur:

And so I wanted to do something diﬀerent. So I basically
created this online, umm like website english teaching
kind of thing. But my slant is I teach really applicable stuﬀ
and I guide people to actually use the stuﬀ on their own.
Itʼs not just hey hereʼs this grammar point, itʼs “how do
you talk to someone youʼve never met before?” kind of
thing.
それから、僕は何か違うことがしたかったんだ。だから簡単に言うと、
このオンラインを作って、えーと英語を教えるウェブサイトみたいな
ものを作ったんだ。でも僕のポリシーは、本当に柔軟性のあることを
教えることで、自分で習ったことを実際に使えるように導いてるんだ。
「あっ、文法のポイントはここで〜」とかじゃなくて、「今まで会っ
たことがない人にどうやって話しかける？」みたいなことなんだ。

Annie:

Cool.
いいね！

Arthur:

Yeah, yeah yeah.
うんうん。

Annie:

So, but itʼs mainly based out of japan, or?
つまり、日本に基づいているのね、それとも？

Arthur:

Yeah, itʼs all japan like. Yeah, so Iʼm married now by the
way, too.
うん、日本全国が対象だよ。あと、もう結婚もしたしね。
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Annie:

Congratulations!
おめでとう！

Arthur:

Thank you thank you. And yeah my wife helps me a lot
with everything, but I realized that this problem is really in
Japan mostly, so I wanted to focus on Japan. So my whole
websiteʼs in Japanese.
ありがとう。うん、あと妻はいろんなことをたくさん手伝ってくれて
るんだ。つまり主にこの問題は日本にあると気づいたから、日本に焦
点を当てたいんだ。だから、僕のウェブサイトは全部日本語だよ。

Annie:

Thatʼs really cool actually.
いいね！

Arthur:

(laugh) Yeah, I dunno, yeah so I mean, I just basically, I
write blog posts, I do a podcast, I do youtube videos, and I
teach english and teach online courses.
（笑）うん、わからないけど、つまり、基本的にブログを書いたり、
ポッドキャスト、YouTubeビデオを作ったり、あと英語を教えて、オ
ンラインコースも作ったりしてるよ。

Annie:

You like working from home?
家で仕事するの好き？
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Arthur:

Ah you know? Itʼs good. sometimes I donʼt leave the
house, and then I realize thatʼs unhealthy. Yeah I dunno, I
mean, what about you? Like so hows your working
situation? Do you have an oﬃce?
好きだよ。時々家を出ない時もあるけど、そういう時は不健康だなと
思うけど。アニーは？仕事の状況はどんな感じなの？オフィスがある
の？

Annie:

I do have an oﬃce, itʼs in fremont. Do you remember
where that is?
もちろん、オフィスあるよ。フリーモントにあるの。それどこか覚え
てる？

Arthur:

Yeah Fremont, oh my gosh. Do they, they still do the
market right?
うん、フリーモント。まだマーケットやっているよね？

Annie:

Yeah, they still do the market. Right , so, yeah I work in
fremont. I live in shoreline, so traﬃc kind of sucks, but I
kinda know the side routes so I can get there relatively
fast.
うん、まだマーケットあるわよ。うん、そうフリーモントで働いてい
るの。ショアラインに住んでいるの。だから渋滞はやばいけど、回り
道を知ってるから、割と早く着けるの。

Arthur:

Ok.
なるほど。
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Annie:

Yeah, so it gets me into the city, I usually hang out a little
bit and then come back.
うん、だから仕事で都市に行ってるけど、普段は少しだけ遊んでから
帰ってくるかな。

Arthur:

Ok, and how do you like working in an oﬃce?
オフィスで働くの好き？

Annie:

I like it, I like leaving the house. itʼs also by gasworks. so it
means I have access to gasworks if i ever need a short
break i can get there in ﬁve minutes. So I can take a
ﬁfteen minute break, walk up the hill, see the seattle
skyline then walk back down.
私は好きよ。家から出るのが好きだから。オフィスはガスワーク（公
園の名前）の近くでもあるの。だからもし少し休憩したいと思ったら、
いつでもガスワークに行けるの。５分以内で行けるわ。だから１５分
間の休憩で丘まで登って、シアトルの景色を見て、丘を下りてくるの。

Arthur:

Oh so itʼs like in walking distance of gasworks.
へぇ、ガスワークから徒歩圏内なんだ。

Annie:

It is.
そうよ。
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Arthur:

Aww man, yeah i remember going to gasworks. That - oh
my gosh, I, you know I havenʼt been back to Seattle since
2013.
あぁ、うんガスワークに行ったの覚えてるよ。それは、、あー、
２０１３年からシアトルに行ってないや。

Annie:

Wow.
すごい。

Arthur:

Yeah, I mean Iʼm from boston originally, so you know.
うん、もともとボストン出身だからさ。

Annie:

Right.
そうね。

Arthur:

Yeah Iʼm an east coast boy haha.
うん、東海岸ボーイだからさ（笑）
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