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etworking means joining or linking one thing to 

another. In the same way that roads link together on a map, 
people can be linked together to form a network.  A network 
of people is called a social network.

Social networks are used in many areas of society like 
business, travel, sports, education and communities, etc. All 
parts of our lives have some type of network from an office to 
a government network.  Networks are used for many different 
reasons, like meeting a new boyfriend/girlfriend as well as 
getting a new job.

The most basic way of networking is by talking to person A; 
person A then talks to person B. Person B then talks to 
person C; person C then contacts you and gives you the 
information you need.  In the Internet world, it is easier to 
network because we have many options for networking.  
Today it is popular to use the Internet with programs that are 
popular in the West like “Facebook” or “MySpace”.  These 
types of programs help you to search for friends and become a 
friend of a friend, therefore building a bigger social network. 

-- cont. from the left

Mobile phones are another way which we can connect and 
network through chat rooms.  Chat rooms on mobile phones 
or online have become very popular and are a powerful way to 
hear about news and gossip.

The Internet and technology has made the social networks 
between people more visible. So now it is easier to belong to a 
group or organization that you are interested in, by simply 
knowing a friend of a friend online.  In a chat room, you can 
also ask questions and get answers quickly.  Meeting people 
in a chat room happens in a shorter time than face-to-face.  
So therefore, networking is a great way to increase your social 
life and business world connections.
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読み解きのヒント
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link together ～とつながる
form   ～を形作る・組織する
Society     付き合い・交わり
community    地域社会
contact 連絡をとる

option 選択できるもの
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in the West 西洋で

search 捜す

visible 目に見える、明らか

belong         ～に所属する

※ programs → websites
types of programs → website

インターネットを通した交流について白河校のLuis とVernaはどの
ような意見を持っているのでしょうか。
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ダボス会議で聞く

世界の英語（CD付）
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鶴田知佳子, 柴田真一 (共著)

各国の代表として国際会議で発言する人たちの
英語はネイティブ並の発音・・？と思いがちです
が、独特の発音、イントネーションを残しつつ、意
見を的確に表現し、それぞれの個性となってい
ます。普段馴染みのない国々の英語が聞き比
べできるだけでなく、英文のスクリプト、日本語
訳も掲載されているのでスクリプトを見ながらの
リスニング練習等、使い道もいろいろ！

英語だって個性的

～ノンネイティブスピーカーの英語～

☆ For Your Information ☆
カジュアルなメールに ～英語の顔文字～

: - )   うれしい
; - ) ウィンク
= ) びっくり
: - P 舌をべーと出す

アフリカ

母音の発音に特徴があり
ガーナでは “other” を『アダ』
のように、ナイジェリアやカメル
ーンでは『オダ』 のように聞こ
えます。また、 “work” が『ウ
ォク』 “turn” が『トン』 と、母
音の発音が単純化される傾向
もあります。

韓国

有声音を苦手とする
傾向があり、 “f ”や
“b”が “p”の発音
に、 “z”が “s” “g”
が “k”の発音のよう
に聞こえることがあ
ります。

中国

母音のOがAに近い音
に響き、 “t ” “k” “g”
の音が強めに発音され
ます。

tight ⇒タイッット

work ⇒ワッック

ヨルダン

“ｒ”を発音する際に巻き舌がきつく
なり、 “s”や “p” の破裂音も強く聞こえる
傾向があります。イギリスやアメリカで高度
な教育を受けたエリート層はネイティブに近
い発音をします。

フランス

フランス語では “h”や単語の最後の

“s “は発音されないため、英語でも発音をし
ないことがあるようです。また、英語とフランス
語が同じ possibleという単語では英語では
“o”にアクセントがおかれ、フランス語調で
は “i ” にアクセントがおかれて発音されま
す。

便
利
な
略
語

世界の国々の人と人を繋ぐコミュニケーションの手段としても大き
な役割を果たしている英語にもお国柄があるようです。

N.A . Not available 入手困難

e.g. For example
(exempli gratica) －ラテン語

例えば

i.e. that is
(id est) ‐ラテン語

すなわち つまり

FYI for your information 参考まで

R.S.V.P Resondez s’il vous plait 
－フランス語

お返事お願いします

今やコミュニケーションには欠かせないメールで頻繁に使われる略語を集めました

参考：ダボス会議で聞く世界の英語

： - D ハハハ
：‐＜ 悲しい
：‐７ しかめっ面
：，‐）
嬉しくて涙が出る

参考：allabout.co.jp/study/basicenglish/closeup/

参考：allabout.co.jp/study/bizenglish/closeup


