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注1: 私が滞在したのはこの新しい建物に移動する前. 
※1: My stay was BEFORE the LAM moved to this new 
building.
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1 海外研究修行(My Experience Abroad)
1.1 場所･研究環境(Place and environment)

注2: 新旧とも, 大変治安の悪い場所にある. 
※2: Both new and old buildings are located in a very rough 
area. 

マルセイユ天体物理学研究所
(Laboratoire d’Astrophysique de Marseille: LAM)























南欧(ラテンヨーロッパ)は皆さんが思うよりもずっと英語が浸透し
ていない.
People do not speak English in Southern European countries,
much less than you might think.

2.2 非英語圏ならではの特徴(Something specific in 
non-English speaking county)



南欧(ラテンヨーロッパ)は皆さんが思うよりもずっと英語が浸透し
ていない.
People do not speak English in Southern European countries,
much less than you might think.

研究よりも何よりもまずしなくてはいけないのは, 生き延びるため
の現地語の習得! 
Before research or anything else, what you have to do is to 
learn the local language to SURVIVE! 

しかし, 時間がかかる…
But time-consuming…

2.2 非英語圏ならではの特徴(Something specific in 
non-English speaking county)



自分は研究しに来たのだから言語習得などはしないで, 英語だ
けで過ごす, というのもひとつの態度であり, そういう人も少なく
はない. 
An attitude like “since I came here, I only do my research 
instead of learning language, and I manage to live only 
English” is of course one of the possibilities, and not a small 
number of people actually do so. 

現地語の重要性(Importance of acquiring local language)
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…が, それだとその機関の「お客さん」で終わる. 個人的にはもっ
たいないと思う. 
…but if you do so, you end up merely as “a guest” in the 
institute. Personally I think it is MOTTAINAI. 



2 英語での議論･発表

2.1 非英語圏ならではの特徴再び(Again something
specific to non-English speaking courtiers) 

研究者でもみなさんそこまで英語は得意ではない.
People (even researchers) are not very good at English.
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利点: 分かりやすい平易な英語での議論が鍛えられる.
Benefit: You can train English with comprehensive, easy
expressions.



2 英語での議論･発表

2.1 非英語圏ならではの特徴再び(Again something
specific to non-English speaking courtiers) 

研究者でもみなさんそこまで英語は得意ではない.
People (even researchers) are not very good at English.

欠点: あまりない.
強いて言えば英語が苦手な人は表現がブロークンなまま
になりがち.
Drawback: Nothing special.
If we are forced to say, English expression would remain
somewhat awkward in case you are not fluent.



ピジン言語(ピジンげんご, Pidgin language, または単にPidgin)と
は, 現地人と貿易商人などの外国語を話す人々との間で異言語

間の意思疎通のために互換性のある代替単語で自然に作られた
接触言語. 
英語と現地の言語が混合した言語を「ピジン英語」といい, 英語の
“business”が中国語的に発音されて“pidgin”の語源となったとさ
れている（諸説ある）. 

(Wikipedia: ピジン言語)

See “Pidgin Language” on Wikipedia in your mother tongue.

参考(For reference)
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4. 簡単なプレゼンテーションを用意しておく. 
Prepare a quick presentation for the discussion.  

5. 分からないときは分からないと明示的に言う. 
When you are lost in discussion, tell it explicitly. 
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とはいえ…



2.2 英語議論の心得(Tips for English discussion)

とはいえ…

せめて中学生レベルの英語はマスターしておくこと. 意味
がまったく分からなければさすがに議論にならない.
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Practice your pronunciation habitually. 

2. プレゼンテーションには話す予定の内容を過不足なく書く. 
On your presentation, put everything you plan to talk about.

3. 練習は必要. でも練習しすぎないこと!
Rehearsals are necessary. But NOT do too much!  

4. 「良い」質問者になる!
Be a “good” questioner! 

5. 質疑応答はいつまでたっても鬼門. これは経験あるのみ! 
Questions and answering to them is always a hurdle. 
Only experience can help!

2.3 英語発表の心得(Tips for English presentation)



2.3 英語発表の心得(Tips for English presentation)

番外編

場数を踏んで, 問題なく英語の質疑がこなせるようなるま
ではギャグは控えた方がいい. 英語がつたない人のギャグ
ははっきり言って寒い.



がんばりましょう!
Hang tough!


