
英語コーチREINAの英語コーチREINAの

こんにちは。英語コーチの Reina です。前号から
FACE で連載をさせて頂いています♪このコー
ナーでは、日頃生徒さんからよく頂く質問やお悩
みについて私が思うことをお伝えしていきます。
英語学習やお子様の英語教育には、様々な方法や
考え方があり、答えは決して一つではありません。
私の「ひとりごと」として、皆様が「これから」
を考える上でのヒントの一つとして、読んで頂け
ると嬉しいです。

バンコクで生まれ、小・中学時
代はバンコク日本人学校、高校
はインター校へ行き、オースト
ラリアの大学を卒業。その後、
大手日系機械メーカーの海外営
業として約 5 年間大阪で勤務。
現在は、バンコクで大人・子供
向けに英語クラスを開講中。英
検1級・TOEIC990。

英語の勉強、しなければいけないのはわかっているのですが、
モチベーションが上がらなくて…。どうしたら良いでしょう？

　モチベーションについては、年齢・性別問わずご相談頂きます。まず、モチベーショ
ンを上げる方法の前に、考えてみて頂きたいことがあります。それは、あなたが人
生で英語という観点ではここまで行きたいという「なりたい像」、つまり「目標」です。
5 年後でも 30 年後でも良いので、ゴールをはっきりさせるのです。海外旅行中に
スムーズにコミュニケーションを取りたい、英語でビジネス交渉をして活躍の場を
広げたい、世界中に友達が欲しい、など人によって目指すものが違うはずですよね。
　次に、もう一歩踏み込んで、「なぜそうなりたいのか」を考えてみて下さい。知
らないことを知ったり、新しい価値観に出会ったりすることに喜びやワクワク感
を感じるからでしょうか？誰かと何かを共有することに幸せを感じるからでしょ
うか？仕事で成功して家族を守り続けたいからでしょうか？この「なぜ」の部分が、
あなたの英語学習の「目的」であり、「モチベーション（＝動機）」です。「動機」
がないと「やる気」は出ません。
　大きな目標が定まったら、次はそれを短期目標に落とし込みます。例えば、5
年以内に欧米圏に駐在したい方は、それに向けて逆算し、1年後、3ヶ月後のゴー
ルを決めます。TOEICであれば点数、会話力であれば「この商談をこの条件で成
立させる」など、達成したかどうかがわかりやすい具体的なゴールが良いですね。
子育てママであれば、「お子様の先生に学習状況を英語で質問し、その返答を理
解できるようになる」というゴールもありますね。
　ここまで決めれば、自分の英語力のどの部分を上達させるべきかが見えてきま
す。それに応じて学習内容や方法を選ぶと、上達が実感しやすくなり、やる気も
維持しやすくなります。英語は、目標でも目的でもなく、夢や目標を実現するた
めのツールです。まずは、そもそもあなたが英語を学習するモチベーション（＝
動機）は何なのかを真剣に考えるところから始めてみて下さい。
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プロフィール

お問い合わせ
はこちら♪
お問い合わせ
はこちら♪

ひとりごとひとりごと

エステ 日本の技術をお手頃価格で！

ボディ
Cell Detox コース (60 分～)   　B3000～
フェイシャル
Steam Cell Lift-Up (60 分～) 　B2500～
★人気NO!★1か月限定 30名様！
 通い放題 60 分～/回               B12000～ 
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Steam Cell Lift-Up (60 分～) 　B2500～
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初回お試し
ボディ  (60 分 )                      　B1500
フェイシャル  (60 分 )            　 B1500

ご予約　065-226-9394
営業時間　10:00～20:00
RSU Tower Floor 4
Soi Sukhumvit 31
(プロンポン駅より徒歩5分)
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Lipo slimコース：2ヶ月（月2回）と
ホームケアをされたお客様
Lipo slimコース：2ヶ月（月2回）と
ホームケアをされたお客様

 ボイスホビークラブのメンバーカード提示で

全コース
10%OFF
※初回トライアル・
ビュッフェコース除く

MENU

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

オーダスーツ＆シャツ 差がつくオシャレ、お任せ下さい★ ボイストレーニング 才能を開花★

(小学2年生～対象)
第1・2・3週 土曜日
15:00～17:00　月謝B3,300

ボーカル&
ダンスクラス

大人クラス

［　    　　　］
キッズ

ダンスクラス［　    　　　］（小学生対象）第1・2・3週 土曜日14:00～15:00　月謝 B1,800

ボイトレ［　　　］●大人グループレッスン　
●マンツーマンレッスン

詳細はHPで★　
お気軽にお問合せ下さい♪
☎080-593-0314
　10:00～19:00
　chitosechitose15@gmail.com
　ソイ39フジスーパー3から徒歩3分

ご予約・お問合せ

どんどん
自信がついて

くる！

声から　
変えよう！　

体験
レッスン
随時

受付中★

「FACEを見た」
で入会金

B1,500が
無料！アイドルのように

歌って踊るクラスも
絶賛生徒募集中♪

大きなステージで
披露するチャンスあり

歌が上手くなる
ボイトレレッスン♪

AKB48 の姉妹グループBNK48 に元スクール生 2名輩出AKB48 の姉妹グループBNK48 に元スクール生 2名輩出

キッズクラス

Only Oneの服を作りませんか？
りょうへいが失敗ゼロの
お洒落オーダー術を伝授★

ソイ24 ターミナル
ビル1階
（BTSプロンポン徒歩1分）
10:00～19:00（月・祝日休）
02-121-4575
065-607-0999
@modena_suit

バンコクの
仕立て屋さん

りょうへいの一言アドバイス

詳細は
HPで★

引っ越しました

♦お気軽にオーダーメイド♪　
♦お一人ずつカウンセリング♥
♦男性・女性・親子シャツ＆スーツが失敗なく完成♪
♦靴・ベルト・財布のオーダメイドもOK★
♦旅行者もOK★（仮縫い後、後日発送）
♦パパ・旦那さん・彼へのプレゼントにも♥

Vol.2 男性ジャケットVol.2 男性ジャケット

ボイスホビークラブの
カード提示で10%OFF♥
（2020年4月末まで）

☎

・ジャケットB5,500〜

・スーツB7,000〜

ボタン選びにも
センスが光る♪

脱いだ時に
オシャレ度抜群な
裏地★

Nameも
お好きなフォントで♥❤

袖はまくると
カジュアル度UP★

襟もポケットも
お好みの
デザインで♥

裏地deチーフの
裏技教えます！

POINT.1

POINT.2 POINT.3

驚愕の月額 666B～!!（年一括払い）
通常月額 800B～。

期間

対象

カリキュラム詳細

春休み：3/16(月)～4/18(土)

年少～ (クラスによっては年中～)
※中学生以上は大人クラスへ参加可 

HPまたは
チラシを
見てね

ご予約はお電話で　☎02-119-7250～1

春休み
子供スペシャル 
料理、クラフト、エクササイズにプログ
ラミングなどなど！ 感性を刺激するカ
リキュラムをた～～くさんご用意して、
皆さんのお越しをお待ちしています♪

春休みを充実させたいお友達全員集合～！！

英語

9:00～10:30  
10:40～12:10 

13:00～14:30
14:40～16:10

ベンジャロン絵付け
ミニチュア粘土

エクササイズ
メロンパン

～お見送り～

★みんなでランチ★

～お迎え～

単発参加も
大歓迎‼ 

例えばこんな１日♪

プログラ
ミング

VOL.2VOL.2

※日曜日・4/6（月）・4/11（土）～4/15（水）
を除く

クッキング

エクサ
サイズ

お絵かき

工作

♥ ♥ボイスSHOP

只今セール開催中！
営業時間：月～金 8:30～18:00 
　　　土 9:00～16:00

プログラミングは、3/16(月)～21(土)

08 09


