Why Should I Get a Private Tutor?
プライベートレッスンのメリット
Group Classes
グループレッスン
Conversation
会話

Pronunciation
発音

Level
レベル

Self Study
独学

Difficult to actually have the
chance to speak
自分が喋れるチャンスがあまりな
い
You have to wait your turn
順番待ちになる
Many different nationalities with
different pronunciation
problems
国籍も、発音のくせも違う人達が
集まっている
Teacher cannot focus on your
individual pronunciation
なかなか、個人個人の発音までは
直してもらえない

Nobody to speak to
喋る相手がいない

Often, language students are
between levels
自分のレベルに一番合ったクラス
を見つけるのは難しい
Too easy and it’s a waste of
time; too hard and the class is
intimidating
クラスは易し過ぎると退屈で、難
し過ぎると気後れがする

You don’t know what level
of study material to choose
どのレベルの教材が自分に一
番合うのかが分らない

You don’t know what your
pronunciation errors are
自分の発音のくせや間違えが
分らない

Private 1-2-1 Tutor
マンツーマンのプライベートレッスン
 You do all the talking
 好きなだけ喋れる
 Natural small talk practise with a
native speaker
 ネイティブからごく自然な日常会
話が習える
 Tutors check your pronunciation
errors individually and target
them
 自分の発音のくせや間違えを指摘
してもらえる
 Tutors communicate clearly
 はっきりとわかり易く喋ってもら
える
 Tutors model correct
pronunciation
 お手本の発音を何度も聴ける
 Lessons are tailored to you by
the tutor
 自分に一番合ったレベルでレッス
ンをしてもらえる
 You can ask questions and
make requests
 質問もできるし、希望も言える

Speed / pace
ペース

Place / time
時間と場所

Content
授業内容

Friendship
友好関係

Group classes can be too slow
or too fast
ペースが速すぎたり遅過ぎたり感
じることがある
If you don’t do homework you
can quickly fall behind
予習をしないとクラスについてい
けない場合がある
You still have to pay for the
whole course even if you can’t
attend some classes
出席できない日があってもコース
の費用は変わらない

Difficult to stick to your own
study plan
学習プランを決めても、やり
通すのは大変

You have to go at the same
time, to the same place every
week
決められた時間に、決められた場
所に通わなければならない

Difficult to stay motivated
to keep up study from
week to week
計画した時間と目標を守って
勉強を続けるのは大変

Teacher picks the content,
often from boring textbooks
往々にして、退屈な教材や教科書
が使われる

You don’t know what kind
of study material to choose
どんな教材を選べばいいの分
らない

You can’t make friends with
native speakers
ネイティブの人と友達になる機会
がない

You don’t make any new
friends
一人で勉強するので新しい友
達ができない

 Lessons are tailored to you by
the tutor
 自分に合ったペースで教えてもら
える
 You choose the pace (busy
week? Less homework)
 忙しい時には宿題を減らしてもら
うなど、自分でペースを決められ
る
 You can arrange lessons to suit
your schedule so you don’t
need to miss any
 自分の都合のいい日時にレッスン
を組めるので、時間と費用の無駄
が出ない
 Learn where and when you
want
 自分でレッスンの時間と場所を選
べる
 Convenient and flexible
 融通がきいて便利
 Interesting content on your
choice of topic: daily life, exams,
email phrases?
 日常会話、試験の予習、メールに
便利なフレーズ等、自分に興味の
あるトピックが選べる
 See your tutor regularly and
build a relationship based on
trust, support and enjoyment of
learning
 レッスンを重ねるうち、学ぶ楽し
みとともに、ネイティブの先生と
の間に信頼感と友情が生まれる

