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会話トピック 

Enjoy learning English. Do you have any good tips to enjoy learning English? 

Ex. Radio, Manga, Movies, or Cafe Eikaiwa, etc. 

楽しんで学ぶ☆英語を楽しむ為にしている工夫はありますか？ 

(例：ラジオで☆マンガで、映画で☆カフェ英♪で☆) 

 

ダイアローグ 

Ken: Are there any tips to enjoy studying English? 

ケン: 「英語の勉強、何か楽しむ工夫してる？」 

 

Yoko: Well, I'm not sure if what I do counts as "studying" English, but I like 

watching movies so I watch them with English subtitles. 

Of course for the movies I watch for the first time, I can't understand the story 

itself.  

But for my favorite movies that I watch repeatedly, watching them with 

subtitles improves my English. 

 

And I often check English interviews too. Before the premiere, directors and 

actors tend to have interviews to promote the movies.  

I type my favorite directors' or actors' names, plus "interview "on YouTube and, 

I can find lots of English interviews.  

I don't get bored listening to them because it's my favorites who are speaking 

English. 

 

ヨウコ:「そうね、私のやり方が勉強に入るのかは分からないのだけれど、私は映画が好

きなので、映画を英語字幕で見るようにしているわ。 

まだ初めてみる映画は英語だけだと理解できないのだけれど、好きで何度も見ている映

画は英語字幕で見ても勉強になるわよ。 

 

後は、映画公開前などは、監督や俳優の方々が映画のプロモーションでインタビューを

受けたりするじゃない。あれも好きなので見るようにしているの。 

YouTube で好きな監督や俳優の名前を英語で入れて、名前に加えて interview と入力

して検索すると、英語のインタビューが沢山出てくるわよ。 

好きな俳優の生の英語だから、聞いていて飽きないの。」 



 

Misa: Sounds interesting! For me, it might be difficult to understand without 

Japanese subtitles, but I will try it.  

ミサ:「へー、それ面白そうですね！まだ私には英語だけだと分からないかもしれないで

すけど、やってみようかな。」 

 

Ken: That's a good idea because no one no longer tells us "You have to do it by 

such and such a date" like when I was a student.  

I've heard that NHK radio English learning materials are affordable and good.  

They contain daily conversations and business settings so some people can 

effortlessly keep listening to them.  

For me, I couldn't continue doing it though.  

However, I use an application named "Gogaku Player", also published by NHK, 

which we can use for free and listen to English conversation approximately 1.5 

or 2 times faster than the normal speed. 

We can listen to extra English conversations that are not in the textbooks. 

 

ケン:「そうだよねー。学生の時みたいに、いつまでにやりなさい。とか言われなくなる

もんね。 

NHK のラジオ講座などは教材も安いし、とっても良いって聞いたことがあるよ。 

日常会話とかビジネスとかがあって、結構続けられる人は続けられるみたいだよ。 

僕自身はラジオ講座は挫折してしまったんだけどね。。 

あ、でも NHK が出している、「語学プレーヤー」ってアプリ。 

無料なんだけど、会話を 1.5 倍速とか 2 倍速とか、早回しができるんだ。 

ラジオ講座のテキスト以外の音源にも対応しているから、僕はそれは活用しているか

も！」 

 

Misa: I see. It looks like everyone is thinking out various ways to study English. 

I will try to find a continuable way that suits me. 

It is good for me to come here and learn how everybody is studying English.  

Thank you for your information! 

ミサ:「そうなんですね。みんないろいろと工夫してやっているんですねー。 

私も自分にあって、続けられるものを探してみます！ 

カフェ英会話♪に来て、みんなの勉強方法を聞くのもためになりますね！ 

ありがとうございます！」 

  



 

キーとなる英単語 or フレーズ 

subtitle 字幕/ premiere （映画や演劇などの）上映・公演初日/ director 監督 

actor 俳優/ promote プロモーションする / type～ ～をタイプする 

plus 付け加え/ get bored 退屈になる / by such and such a date いついつまでに 

business setting ビジネスの場面/ for free 無料で 

approximately __ times faster than normal 標準よりもおよそ～倍早く 

 


