
1 マットさんの1日5分ポッドキャスト、Bproその次に、本文を発音しながら意味を取りながら復習。

2 発音すると使い回しができるフレーズ。歌などを利用して、発音練習は、いかがでしょうか。

3 メンバー内でのチャットなどいろんな方の考え方を聞いて見たいですね。ディベート方式になってくるんでしょうか。英語に関しては、ネイティブで無くても「そう言
う言い回しが出来るんだ！」気付きが頂けると思います

4 ネイティブと話したい

5 双方向は難しいですね。私は参加したことがありませんが、英語で居酒屋ナイトみたいな企画が、色んなパターンであれば、参加しやすいかもしれませんね。

6 Versantのように、自分の発音をチェックしてもらえる仕組みがあっても良いと思う。

7
声を出してシャドーイングを行う。
覚えたフレーズや内容について、プライベート英語レッスンで意見交換する。
仲間との英語スピーチクラブで、三分間スピーチを行う。

8 ビギナー向けには、オススメのフレーズなどを練習するコーナーがあると嬉しいです。

9 発話というのは結局だれかと話をするしかないと思う。自分自身、発話の必要性は感じているが、英語のレベルが低く、正直、話をすることに抵抗がある。（そもそも
日本語で話をすることも好きではない）理想としては、完璧なAIロボット相手に話をするのが一番やりやすいと思う。Bproを利用した訓練は・・・・・。正直言って思

10 私は受講していません、始めたいと思っています。

11

質問に対する回答じゃありませんが、毎日PODCASTを3回聞くことによって、知見の補強にもなるし、もちろん英語力の強化にもなるし、何より人間的に成長するきっ
かけをミニ説法からいただいています。人に頼まれて始めた沖縄のRC（鉄筋コンクリート）構造物を塩害から守るためのPJは4年半経過しますが、毎回マットさんのお
話をお聞きして自分に投影し、これでいいのだと、バカボンのパパのように、思うように動かない沖縄の人達に対する啓蒙的情報展開においてめげそうな自分に勇気を
いただいています。相談相手がいないのでいつもマットさんが言われるように自分の考えを文字にしたり、第三者的に自分を客観的に見たり、過去の自分と比べたりし
ながら軌道修正をしています。後1年くらいでPJの行方を見定めて、退職後にやりたかった京都のツアーガイドとしての仕事に掛かりたいです。長くなってすみません。
着物産業の旦那も減ってきて京都の花街を支える構造も徐々に変化しています。増加している富裕層の外国人は高級リゾートホテルでお金は使えますが、行きたくても
中々行けないのが祇園街です。舞妓さんに出会う企画はたくさんありますが自分たちのための　exclusive　な宴会をセッティングできる企画は少ないと思います。ぼく
は祇園街の姐さんに知り合いがいるので一見さんお断りのローカルルールに対する仲介人としてその企画を提案しているところです。少しでも日本の伝統文化を守り続
ける祇園街に貢献したいと思っています。いつも何か新しくよくわからないことに挑戦するために勉強をしながら失敗しています。昨年63才で会社を辞めましたがサラ

12 アウトプットであれば発話にこだわる必要はなくライティングでの訓練でもよいように感じる

13 前問の選択肢にある、Skypeなどで何人か集まって、話をする機会があればいいと思います。実際に顔を合わせて話すことが一番いいのですが、まずはそれよりも気軽に

14 スマホに吹き込んで、正しく翻訳できるからジャッジしてほしい。

15 『〇〇について意見を述べよ』などの題目で、1文ずつ前の発言を受けてメンバーが繋いで一つの意見を作る。

16 日本語でさえ自分の意見を言うのが苦手ですが、毎日のトピックに対して英語で意見を表明するSNSなどのサイトがあれば良いかもしれない(もうあるのかもしれません
が) 皆さんのコメントを読むだけでも勉強になりそうに思います。

17
Business English Proは利用していない（1日10分ビジネス英語を利用しています）ので、どのような設問があるのかを分かっていないですが、答えを選択式にせず、英
作文問題を加えてみては如何でしょうか？正誤判定は、システム改修が必要かもしれませんが、いくつかの模範解答と照合して採点するという形です。なお、解答例に
ない面白い表現や美しい文章を書かれる方がおられた時はシステム的に採点が難しいかと思いますが、マットさんから冒頭に発表していただけると、またモチベーショ

18 会話形式ではなくても、会話の模擬問題に選択肢から回答するような練習でもトレーニングになると思います。穴埋め形式とかでも練習になるかと。
初心者は会話における回答のボキャブラリーが少ないのも課題の１つだと思います

19 決まった時間にSkypeなどで、複数人と会話ができる機会があると嬉しいです

20 英語力のレベルにより、レッスンなどがあれば良いと思います。

21 トピックから話題に繋がりそうな質問が音声で流れた後録音機能が働き、こちらの会話も録音され、後で聞き直せるという機能が有ったら嬉しいです。

22 毎回ポッドキャスト視聴時に行なっているディクテーションはとても有効な練習になっていると感じている。取り上げられた題材について意見を英語で口頭で交換でき

23 シャドーイングできる素材があると嬉しいです。今日の注目フレーズと言った感じの一節のみで良いので、繰り返し練習できる部分があると嬉しいです。
そのほかでは、Skype で会話したいです。
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24

BEProのトピックを題材に感じた事や展望をSkypeなどを通じて自由に話し合いたい。クラスは、TOEICスコアなどを指標にクラス分けすれば気負わず発話ができる。フ
リートークもいいが、実際の会議を意識したトークがあってもよいかと。例えば、発言を促すファシリテーター、議事を録る書記など担当を決める。役割が明確だと
レッスンに望むモチベーションが増す。 後に、「傍聴のみ参加」や「アドバイス」機能という選択肢があれば、「そんな表現の仕方があったんだ」など新しい表現を
得られたり、誤りをシェアできると思います。長々と思いつくままに書きましたが、皆さんとモチベーションを支え合えるコンテンツができるればと期待しています。

25 ポットキャストのみの利用です。申し訳ありません。

26 自分の英語力で自発的発言が求められるディベートに参加するのは到底難しいので、通常扱っているトピックを、オフィスでの会話のような置き換えた内容にして、
ロールプレイ的に読み上げるような内容なら、気楽に始められるし、良く内容や言い回しを覚えられると思います。

27 テーマ別のグループを作ってそのグループ内で英語でディスカッションしてはどうでしょうか？自分が慣れ親しんだ分野であれば、慣れ親しんだ単語も多いと思われま
す。併せて会話の中でよく使われる言い回しをいくつかリストアップして、そのセッションでは意識して使うようにして定着を図るのも一案かと思います。

28 ・zoom等のオンラインツールは、レベルによっては気後れしてしまいそうなので、気軽に集まれるグループ（地域ごと）で、発話できる機会があると嬉しく思います。

29 サービスを利用していないですが。
記事に対するコメントを英語で一分以内の音声にし、アップロードして共有するのはどうでしょうか。いろいろな方の英語の発言を聞くと、勉強になるのではと思いま

30
私はいつも通勤の車中、運転しながらですが、Podcastで聞いています。通勤に45分ほどかかるので、2回連続で聞いて、2回とも 後の通しの英語は、シャドーイング
をします。まだ時間がありますので、前日分を1回聞き、同じように 後はシャドーイングです。スピーキングの調子というか、呼吸のようなものが段々と身につくよう
な気がします。詳しく解説された英語を何回も何日かに渡って聞き返し、一緒になって発音する。電車通勤の方には無理でしょうが、良いトレーニングになっていま

31 訓練は数をこなすことが無理なく続けられる仕掛けがあるといいと思います。よって毎日一つのKey word(お題)に対して、思うところを英語の文章で発信し、翌日、発
信した人達でその発信の全てを共有できるといいと思います。その中から一番コメントの多かったKey  wordに対して週一でSkypeやZoomで会話する機会があるといいと

32 マットさんやマークさんをはじめ、運用に携わる皆様の熱意に感謝をしております。毎日続ける事を大切に取り組めるよう、small stepで少しずつレベルを上げることが

33 シャドーイングくらいしかおもいつきません。。。
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34

(1)active vocabularyを使いこなす
　先日、外食したお店で近くのテーブルでアメリカ人のご夫婦二人組が食事を楽しんでおられました。ネイティブ同士の会話でも漏れ聞こえてくる英語は “I think she is 
nice.”だとか “Nobody does.”とか中学校で習うような英語ばかり。ですから、英語のアウトプットにはwriting やspeakingで「使いこなせる」active vocabularyとreadingや
listening で「確実に意味がわかる」passive vocabularyを知ることからだと思います。（おすすめ単語集「LEAP」数研出版　竹岡広信先生）具体的にはCEFRレベルA１
～A2（中３レベル、英検３級）でその場で口に出して言い切ることが有効です。Business English Proのトピックをactive vocabularyを使って要約する。さらにトピック
に対する自分の考えを100語くらい（英検準２級レベルwriting問題の語数）で発話するなど。易しい英語を使ってエッセンスのみを伝えることを繰り返すと発信力がつく
のではないでしょうか。
例
①「人生は一回きりだ。」
中３レベル→We only have one life to live.
②「希望は、現状の継続を望むというよりは現状を未来に向かって変化させていきたいと考えるときに、現れるものなのです。」
中３レベル→If you want to become a different person, you will be able to do something different. 
③「ロンドンで医学の勉強をしていた時、私は、その都市に暮らした偉大な芸術家ゆかりの歴史的建造物をしばしば訪れた。」
中３レベル→In order to become a doctor, I was studying in London. I often went to famous buildings in history for a change.
(2)ポケトークで鍛える
 　AIとの共存の時代です。ポケトークとはインターネットを解し74言語に対応するミニ翻訳機です。声を吹き込むと英→日、日→英、共に翻訳してくれるわけですが、
相手はAI、まったく忖度してくれません。先日以下の文を吹き込んだところ、
There is a growing awareness that the mass media gives too much coverage to the private lives of famous people.（メディアが有名人の私生活を過剰に報道しているとい
う認識が高まっている。）
ポケトークは
「マスメディアが有名人の私生活に余りにも多くのキャベツを与えているという熱烈な話」と訳してきました。（笑）苦笑いしながら楽しくひとりでも鍛えられます。
あまりに腹が立つので「ばかやろう、いい加減にしろ」と日本語を吹き込むと奴に

35 発話よりもリスニングに難しさを感じている

36 記事をオーバーラッピングした結果をAIがカラオケみたいに採点してくれる。

37 ポッドキャストを聞いているだけなので･･･すみません

38 単語だけではなくセンテンスや例文全体の発音訓練が出来るツールが有ればいいと思います。
実際に使う場面も増える

39 その日に勉強したテキストと関連した形で会話で使えるセンテンスを１～２ついただけるといいかも知れません。出てきた表現や単語を使った口語表現、または今回の
内容について自分の意見を述べる場合には、というような例をいただけると会話表現の参考になるかと思います。勉強した単語を使えるようになりたいのと、ニュース

40 もし、コンピューターが会話の練習相手になってくれたら時間と場所を選ばずできるので学習者にとっては嬉しいです。

41 ①シャドウイング ②スクリプトを基に自分の考えを1分程度の短いスピーチにまとめて発表 ③スクリプトについて、自由な意見交換

42

ある程度話せる人は、グループ単位で何かのトピックスについて、会話やディベートをする。日替わりなどで、トピックに精通した人がMC役を務めて、進行と会話をま
とめる。MC役も都度募集する。

中級者以下だと、グループは難しいので、対個人でトピックスを設け、文法チェックなどもしながら、楽しみながら、話し続ける練習をする。
ネイティヴの先生が混じると、グループでもうまくいくかもしれません。

43 音声と合わせて発音する練習をしようと思っていますが、あまりできていません。 近Webでのスピーキングテストを受けたのですが、不正確な発音の癖があり、理解
するのに苦労させると指摘され、改めて正しく発音する事の重要性を認識させられました。58歳なのでかなり難しいとは思いますが、改善を目指しています。

44 4択の答えのない、質問に対して自分なりの回答を答える問題
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45 使った教材を自分の言葉で簡単に要約して独り言英会話で繰り返す。うまく言えたものを録音して、これを評価し、正しく使えるように指導してもらう。週一程度で。

46 発した英語の意味をとってもらえるかどうかが大切だと思う

47 していない

48 私は仕事で英語を使う現場に居らず、自己研鑽のために利用させて頂いている。英語を常時必要とする現場にいらっしゃる利用者の方は時間もタイトだと推察出来るた
め、時間に制限を受けない発話の場があると良いと考える。

49 題目を決め、web上でミーティングをしてみたい。

50 本文中のいくつかの特徴的な文章を読ませて、GoogleやAzureのSpeech to Text APIで、テキスト化した際の一致さを測定。
オプションで、英語音声で質問したものに英語音声で回答。前述S2Tのテキストの音声を採点する、または、シグナルプロジェクトのようなコミュニティに公開して、

51 よくいう音読がいいのかもしれませんが．．．Business English Proに入会したいと思いながら．．．

52

それはやっていないので答えられません。

でも1日10分の方で注文が2つ有ります。
1 )
音声のボタンを日英の文章の下でも押せるようにならないか。
2) 
継続を忘れてしまわないように、
そろそろ勉強の時間ですよ〜忘れていませんか？
と言うお知らせタイマーが欲しい。
その際、iPhoneのme文字みたいにマットさんとか好きなキャラクターを選べる。
思わず笑顔で頑張りたくなるような。

53 トピックの一部分をディクテーションとして受講者に提供し、採点してくれるシステムはどうでしょう？

54 地方在住です。オンラインでの訓練機会があれば参加したいと思います。

55 オンラインで英語での話し合いやディベートができる場所があれば、参加しやすいのではないかと思います。正式な講師を立てず、ボランティアでのファシリテーター
がおれば、参加費用も抑えることができ、敷居が下がるのではないでしょうか。

56 そこまでは利用出来ていません。

57 オンラインサービスは、他にもあるので、定期的なオフ会で会ってお話しする機会があると良いのではとら思います

58 レベル別（特に初心者向けに）簡単なチャットボット形式（ラインやteamsの様な形式）でやりとりができると良いと思います。入力を音声にすれば、英会話レッスンに

59

毎日楽しく勉強させていただいています。ありがとうございます。私はオンライン英会話を4年ほど続けてきまして、TOEICはそこそこでも全く会話できなかったのが、
会議等への参加や講演等で苦労しにくくなりました。1日25分で、平均週に4,5日ですが、教材として 近のニュースを毎日1つ取り上げたものを用いており、毎日マット
さんの教材と合わせて2つ学んでいる感じです。重なる話題もあり、それについては、記事を選択される方がともに重要と考えられたものなのだろうと思っています。オ
ンライン英会話では、音読の後、記事内容についてやり取りをしています。私自身はテクノロジーやバイオ系の話題は強いですが、社会学、考古学、教育などは弱いと
ころ、4年間自分では決して読まなかったであろう話題について強制的に取り扱い、単語を調べたり会話をすることで、英語で話せる幅が広がったと思います。これらの
ことから、マットさんの毎日の記事について、何か質問が出て、すぐに回答を考え発話してみて、そのあと回答例を流していただける、なども一案かと思います。もち

60
ライトなオフ会の頻度を上げる。Business English Proの記事をテーマとしたディスカッションをカフェなどで英会話にて行う。「カフェ英会話」といった形で巷にもす
でにある形式ですが、毎日Business English Proを聞いている視聴者の中で行うため、一体感がある雰囲気を作ることができる。
もしくは、巷にある「カフェ英会話」の１コーナーとして開催をする。

61 以前あった記事を使ったqualitime bizが良かったです。

62 リーディング，ライティング，リスニング，スピーキング，いずれも場数をこなすことが大事です。ヨーロッパに留学に来てから4ヶ月が経ちましたが，当初と比較した
ら言葉がパッと出てくるようになりました。取り上げているトピックについて，英語でオンライン上で会話をしたりチャットすることは，良いアウトプットの練習にな
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63 いまは、Scriptをなるべく音読するようにしています。スマホにその音読を録音し、どこが悪いのかを指摘してくれるようなツールがあったら嬉しいです。

64 聞けるけど話せない。作文が頭でできないので、構文のパターンから学び、膨らましていくような訓練をしたい。どんどん複雑で長い作文を話せると気持ちいいな、、

65 （英語ではなく）日本語の発表等ですが、自分の声を録音して通勤途上等で聞きながら内容や抑揚のクセを直すのが効果的だった経験から、録音機能を使った学習方法
はあると思います。また、NHKラジオ放送のタイムトライアルは、頭をフル回転させ機転のきく英語脳の体操になるので、こういうスタイルとの融合も良いかと思いま

66 business English proで取り上げたトピックについて20分程度Skypeなどでディスカッションをするのは如何でしょうか？

67 オンライン英会話は他にも色々サービスが有るので他の形式が嬉しいです。
独り言勉強法というのを聞いたことが有るので、それを助けるようなアプリケーションはいかがでしょうか。

68 今のところは、記事の音声をオーバーラッピングした後で、その内容に関しての感想を簡単に独り言で呟く練習をしています。

69 綺麗に発音したいのであれば、文章を読んでイントネーション解析で正しく話せているか確認可能なコンテンツを作る、毎日のトピックについてディスカッションして
いるコーナーを作ってそのディスカッションを聞いて真似する。

70
一日5分ビジネス英語で発話訓練ということであれば、コンテンツが面白いですから、設問と組み合わせ、スカイプで複数名で集まり英語でミーティング、という形式が
手っ取り早いかなと思います。
なお、私が今やっているweb英会話でもデイリーニュースを題材にして会話していますが、会話するときに使う表現に指定が無い分、どうしても使う表現が固定化して

71 想定される使用シーンでの頻度の高いセンテンスコーナーが文字だけでなくナレーションもあると嬉しいです。1人ロールプレイできるとさらに良いと思います。

72 発話訓練が 良ですが、チャットによる英作でもないよりいいですね。

73 現時点で利用していないので、特にございません

74 特段はありません。英会話学校のネット講座を利用していますが、 近サボりぎみです

75 リスニング内容のシャドウイングを行い、録音し自分で聞いてみる。

76 全くレベルの低い自分としては対人は勇気が要るので、チャットボットのようなシステムがあると気軽に話しかけられる気がします。内容も全くのフリートークは難し
い私レベルの人向けになりますが、チャットボット相手なら聞き取れない場合、文字で確認できるボタンがあったり、自分の応答も話頭の示唆が表示されたりする、会

77 英語のアウトプットの問題として、発音より先に話す内容と表現する語彙力を課題と感じています
自分の言いたいことを英作した結果に対して、表現の間違いやより良い表現を提示してくれるシステムが欲しいと思っています

78 ドラマなどの役になりきり練習などどうでしょう？

79
私は日頃から、マットさんのコンテンツの音声を聞き取りつつ、自身でもその記事について掘り下げ、それらを英語で整理した後に読み上げているところを動画で撮影
しています。
そして、それをインスタに投稿し、フォロワーの方々とそうしたアウトプットの内容を共有することで、モチベーションを維持しています。

80 英語でチャットや音声会議など掲示版のようなものが有れば嬉しいですね。いつも聴いていて力になります。

81
いつもスマホでポッドキャストを聴いています。専用アプリがあらといいと思います。
アプリでは、加者同士がグループチャットのような形で英会話ができたら良いなと思います。加えてリスナーが話した英語を投稿したできたら面白いなと。
私は、日本にいて英語を話す機会は全くありません。アウトプットする相手がいません。お金をかけないで自然に学べる環境があったら良いなと思うのです。

82 アイデアとなると思いつくレベルに達していません。ごめんなさい。毎日、シャドーイングを行い、リスニング力は向上できていると思いますが、いざ、自分の想いを
表現することは、殆どできません。自身の課題だと認識しています。

83 3分間スピーチなどで発表→仲間でクリティーク（日本語）：週1回ほどのペースで

84 簡単な質問に対して、音声で回答をするようなシステムがあると面白いと思います。
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yp

皆でディスカッションしたいという方がそれなりにいれば、やはり居酒屋ナイトのようなカジュアルな感じで集まって話すところから始められるととっつきやすいかな
と思います。Coffee Talkのようにお酒なしでも良いし、居酒屋ナイト形式でも良いと思います。完全なFree Conversationではなく、何かテーマを決めて、皆でそれにつ
いて話すのでも良いと思います。あまり堅苦しくせず、例えば、「ラグビーWorld Cupはどうだったか？」等身近なテーマで、それぞれの考えや思いをアウトプットする
場を作るだけでもだいぶ練習になると思います。ただし、この手の話は長くなる人もいますので、タイムキーパーは必要でしょうね(笑)

すみません。思いつきを書いただけですが、また楽しい機会を作りましょう。

86 スマホ等のデバイスに発話録音による評価していただけると嬉しいかな？
私にはハードルが高めですが（笑）

87 スクリプトを用いての会話練習的なこと(NHKラジオ語学番組のような)。すみません、これしかやったことがなくて。
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