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GLJ 英語回路トレーニング  

～フェーズ２   Intermideate  Level～  
 

GLJ 英語回路トレーニング  フェーズ２  

 

GLJ 英語回路トレーニングフェーズ１を終了されたあなたへ。 

 

お疲れ様でした。 

慣れないトレーニングをこなして良く頑張ってくれました。 

 

英語回路を創るトレーニングも残り２つのフェーズとなりました。 

このフェーズでは高校英語を中心に行って行きます。 

 

フェーズ１で基礎をしっかり固めたあなたならフェーズ２でも大丈夫です。 

完璧な理解など必要ありません。少し難易度は上がりますが、恐れずに 

トライして下さい。 

 

フェーズ１ではイングリッシュターゲットライフ、イングリッシュターゲット設定 

をどれだけお読みいただいたでしょうか？ 

１度だけという方もいらっしゃるかも知れません。 

 

フェーズ２では再度その理解を深めてもらう為に同じにように 

イングリッシュターゲットライフとイングリッシュターゲット設定を 

読んでもらいます。 

 

内容は基本的に同じですが、必ずもう一度読んで下さい。 

 

この２つのパートは本当に大切です。 

 

是非繰り返しになりますが、しっかりお読みください。 

そして第三章の英語回路トレーニングからフェーズ１とは違ったテキスト 

内容となりますので頑張って下さい。 
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それでは、フェーズ１でもお伝えしましたが、 

ここにナポレオンの名言を英語バージョンに変えた言葉をあなたに贈ります。 

 

もし、あなたが英語は出来ないと考えるならあなたは英語が出来なくなる。 

もし、あなたがもう英語は嫌だと考えるならあなたは英語が嫌いになる。 

もし、あなたが英語は出来るという心の片隅で、無理だと考えるなら 

あなたは絶対に英語ができるようにはならない。 

もし、あなたが英語学習に失敗すると考えるなら、 

あなたは英語学習で失敗する。 

 

世の中を見てみろ！ 後まで英語をマスターすることを願い続けた人 

だけが成功しているではないか。全ては「あなたの心」が決めるのだ。 

 

もし、あなたが英語は出来ると考えるのなら、あなたは英語が出来る。 

「英語を通じて向上したい」「英語を通して自信を持ちたい」と、 

もしあなたがそう願うのなら、あなたはその通りの人になる。 

 

さあ、再出発だ。強い人が勝つとは限らない、頭の良い人が勝つとも限らない。 

「私は英語が出来る」そう考えている人が結局は出来るのだ。 

 

そして私の大好きな言葉も贈ります。 

 

Whether  you  think  you  can  or  you  cannot,     

you  are  right.     

  

Where  there  is  a  will,  there  is  a  way!  

一緒に頑張りましょう！！ 
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GLJ 英語回路トレーニングルール  

★英語回路トレーニングはフェーズ１～３の３ステップを踏んで行く。  

★各フェーズは原則４カ月とする（個人差には臨機応変に対応します）。  

★各フェーズごとに決められたテキストと実践方法をこなしていく。  

★英語に関する質問は各フェーズ内で渡されたテキストやメールに限定

する。（他の英語情報を処理していると効率が余計に落ちるからです）  

★失敗を恐れない。  

★常に英語学習の時間確保に貪欲である事。  

★対面個別指導の方は与えられた指示をセッション内やメールにて  

フィードバックをする事。  

★オンライン個別指導の方は与えられた指示をセッション内やメールにて  

フィードバックをする事。  

★メール個別指導の方は与えられた指示を指定されたブログ  

やメールにてフィードバックする事。  

★指導方法（対面・オンライン・メール）に関わらず全てのクライアント様は

疑問が出たら必ず一人で悩まずにメールにて質問する事。  

★英語回路は一夜にして出来ない。継続実践の長いスパンを見る事。  
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英語回路トレーニングで準備して欲しいもの  
 

これからフェーズ２の英語回路トレーニングがスタートしますが、 

あなたに準備してほしいものが６つあります。 

 

１つ目は蛍光ペンを用意して下さい。 

そしてこのテキストで気になったところは全部線をひいてお読み下さい。 

そして読み終えたら、全体像を知った上で、もう一度アンダーラインを引いたとこ

ろだけお読みいただくと効率的に学習ができます。 

 

２つ目は特に指定はしませんが、英和辞書あるいは既に違和感なく 

使えるなら英英辞書（英語しか書いていない辞書）を用意して下さい。 

基本的に辞書は将来的に英英辞書へ切り替えることがベストですが、 

英語回路トレーニングでは英和辞書でも対応していますので現在お使いの 

英和辞書があるならそれで代用して下さい。 

 

３つ目は本当に安い物で構いませんのでイヤホンを用意して下さい。 

電気屋などに行けば５００円ぐらいで売っている安い物で結構です。 

もしくは今お使いのイヤホンでも結構です。片耳に付けて音読あるいは 

両耳に付けてリスニングをする際に必要となります。またイヤホンを通して聞くと 

それが無い状態よりもより集中して聞く事が可能です。 

 

４つ目はノートを数冊用意して下さい。 

英語回路トレーニング用に使うノートをご用意下さい。 

安いもので十分です。このテキストに出てくるワーク、英語日記あるいは気付い

た事があれば英単語なりチャンク（英単語の塊）なりを書き写して下さい。 

 

５つ目は安物でも自作でも構わないのでスケジュール帳を用意して下さ

い。 

英語回路トレーニングで時間管理を行い英語学習の進捗を把握するのに 

必要です。もちろん上で記載したノートを代用されても全く問題ございません。 

 

６つ目はポーズ機能（一時停止）の付いた CD の聞ける機器を用意して下

さい。 

CD が聞けるものであればパソコンでもラジカセでも何でも結構です。 
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Ⅲ：英語回路トレーニング  

フェーズ２：インターミディエイトレベル  

① 使用テキスト  

② テキストの実践順と基本時間配分  

③ 各テキストの実践方法  
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英語回路トレー二ング前提条件  

 

★設定する英語目標は動詞の現在形で書くこと（詳細は各章参照）。  

EX:私は TOEIC で 900 点取っている(現在形)     

  

★英語目標や英語学習は８０％クリアでも良しとして完璧を求めすぎない。  

  

★英語目標は目的がなければ書き出しても達成しない。  

  

★目的（何のために）、目標（どうなりたいのか）、手段（そのために何をいつまでにやる

のか）を忘れない。EX:「二年後にMBA留学するために、半年後のTOEFLで600点

を取りたい」  

  

★「生きているうちに、「私は英語で○○したい」の○○に関して  

徹底的に具体的に考える。  

  

★英語はあくまでも手段であり、目的ではない。  

  

★自分は英語が出来る人だといきなりセルフイメージを変えるのは難しい。まず英語学

習の環境を変え、その為の時間の使い方を変え、英語に取り組む行動を変え、英語

の能力を変え、英語に対する信念を変え、英語へのセルフイメージを変える流れが

必要。  

  

★英語の目標設定をする際に、可能であれば自分軸と相手軸を作ること。つまり英語

の目標を達成すれば自分の為にもなり他人（家族でも）の為になることを作る事。そ

れは自分軸だけでは限界を感じた時に「まぁ、いっか、止めよう」となる。だから達成

できないし、自分軸の人は燃え尽き症候群に陥る。あの人の為に頑張ると思う方が

頑張れる。例えば、仮に映画を字幕なしで楽しみたい（自分軸）という目標であって

も、もう一歩発展させて、日本語字幕では分からないニュアンスを誰かに伝えてあ

げる（相手軸）などである。  
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Ⅰ：イングリッシュターゲットライフ  

 

イングリッシュターゲットライフとは英語目標達成に向けて行動を起こすように 

自分の脳や心を環境や考え方と共に習慣化して行く事です。どうしても英語学習には

「あきらめない」「何が何でもやり遂げる」という気持ちが必要です。 

 

特に英語回路を作るには地道なトレーニングが必要な時もあります。 

楽して聞き流すだけで、英語を操ることができるのはとても難しいと 

言わざるをえません。 

 

過去に厳しい体験をして乗り越えている人はそこで既に免疫力が 

ついているので英語回路トレーニングで厳しいと感じた時に、 

踏ん張れるケースはありますが、もしその免疫力がないなら、 

知識で吸収しそれを行動に移して力を身につけていく必要があります。 

 

過去に英語学習で挫折している人達はたくさんいます。 

私もその内の１人でした。英語学習において、ただやみくもにトレーニングを 

積んでもいずれ壁が出来た時に乗り越えるのはとても厳しいものです。 

 

これからお伝えする知識を繰り返し読む、実践する事によって 

体に浸透させて下さい。このような知識がない、あるいは体に浸透されていない事で 

どれだけ多くの方々が英語学習に挫折してきたか計り知れません。 

 

一見英語とは関係なさそうですが、実はとても大切なパートです。 

私が英語回路を作りだした時（当時は英語回路という意識はありませんでしたが） 

はこのようなマインドを持てたからこそ、英語回路を作りだせたと 

今でも思っています。 

それだけ重要なパートになります。 

また私自身が実践してきた事はもちろんですが、指導する立場で多くの方々 

がこれらのマインド知識を実践レベルまで落とし込んで成功しています。 

 

英会話スクールでも語学学校でもこんな事は教えません。 

しかし、絶対に大切です。どうか真剣に取り組んで下さい。 
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１：Custom 習慣  
 

まずは習慣からです。 

 

なかなか英語の目標に向かえないとか、不調だとか、またはスランプだとか 

言われるケースがあります。 

 

しかしこれらは意外と単純に体の不調だったりする 

ケースが多いのです。 

それを精神的な問題で考えてしまう傾向があります。 

 

精神的なスランプを考える前に食事・睡眠・生活リズムをチェック 

して状況を客観的に判断して下さい。 

それでもネガティブにどうしても落ち込むときには感情の安全地帯 

すなわち「自分が確実に出来る事時間」を作ってみて下さい。 

 

自分が確実に出来る事時間とは楽して逃げるようなものではなく、 

自分のためになるかどうかという価値基準が大切です。 

例えば机の周りの片付けなどです。 

そういうものは、一時的に不快でも結果的にポジティﾌﾞになりやすいです。 

 

逆に自分の為にならないと分かって快を求めて行動すると 

一時的に快や楽でも後でネガティブ感情は残りやすいです。 

例えば依存性のあるギャンブルなどが良い例です。 

 

これからお伝えする５つの習慣はその自分が出来る事時間の 

中で行って行くものです。 

 

普段の生活が崩れていると何かにチャレンジしたり 

自分を変える事に臆病になります。 

常に勝負は自分との戦いだけです。 
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その基礎体力・基礎能力を身に付ける為に習慣を変えてみるのです。 

しかし習慣は厄介な事にあなたが本当に必要性を 

強く感じているものしか習慣化できません。 

 

その為には習慣化の目的とそれに伴う方法が必要です。 

これから行っていただく、それぞれの習慣にはその目的を記載しています。 

 

もちろん一番大きな目的はあなたに英語回路を構築してもらい、 

実践で英語を使えるようになり、少しでも豊かな人生を歩んで欲しい 

という事です。 

 

例えば映画が字幕なしで見られるようになって感動！なんて 

些細な事あるいは生きて行く上では何も必要ない事かも知れませんが、 

これだけでも私は人生が少し豊かになったと考えます。 

 

小さくても人生が豊かになるとそれだけで生きている事が嬉しくなります。 

 

英語を通して是非その感覚を味わって下さい。 

 

そして習慣化の大敵は３日坊主です。 

この３日坊主は脳科学的には当り前のことなので、多くの人達は 

もっと続けてやってみれば素晴らしい成果が出るのに、習慣化できません。 

 

皆良い事は分かっていても、途中で止めてしまう・・・・ 

 

まず３日坊主に打ち勝つ為に４日間は連続して行ってみる。 

 

それから仮に７日間である習慣がストップしたとします。 

それでも OK です。その日はダメだったけど、また翌日から 

スタートすれば良いという意識は必ず持って下さい。 

 

また継続できることが一番大切なので、無理な範囲で設定 

せずにはじめの一歩を自ら考えて、小さく始めて下さい。 
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１：アファメーション  

習慣の実践タイミング  

起床直後でも構いませんし、１日の仕事や家事がスタートする前でも構いません。 

人によって生活習慣の時間レベルは違うので起床後と言っても必ずしも朝とは 

限りません。その人にとって例えば仕事が夜からで起床が夕方なら夕方から 

１日がスタートするのでその時間帯がベストです。 

 

習慣の目的  

英語目標を達成しやすくする為（行動を変える）。 

英語目標達成を引き寄せる為。 

 

習慣の方法  

アファメーションとは自分にとってプラスとなる事を言葉で 

唱えると言うことです。 

 

プラスとなる事はこのテキストを通して立てた英語の目標です。 

そしてその英語目標が達成している所をありありとイメージしながら 

言葉を唱えると更に効果的です。 

 

その際、現在形を使ってアファメーションしながらイメージして下さい。 

出来れば落ち着ける静かな環境で行えればベストです。 

 

無理なら移動中の電車の中などで気持ちを落ち着けて心の中で 

アファメーションを行って下さい。 

 

アファメーションで唱える内容を決める方法の詳細は後ほどお伝えします。 
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２：本日の英語学習予定を確認する習慣  

習慣の実践タイミング  

アファメーションが終わってから５分程度 

 

習慣の目的  

英語に対する時間投資を 大限に行う事と英語に対する 

目標をいつも忘れずにいること。 

 

習慣の方法  

アファメーションの後、前日夜に立てた英語学習に対するタスクを、手帳やノートを使

って本日の英語学習予定として実践時間（詳細は後述）などを確認して下さい。 

 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画  

習慣の実践タイミング  

寝る前あるいは仕事の終わりなど一日の区切りの時に１５分程度 

 

習慣の目的  

人はどうしても同じ過ちを繰り返します。それは反省する力が無いからです。 

反省しなければいつまでも同じミスをして返って効率を落とします。 

 

１日の行動を振り返ってどこが今日の反省すべき点なのかを見極めて下さい。 

ただし反省点があっても自分を責めることが目的ではありません。 

ましてや自己否定をする場でもありませんし人間性を否定する場でも 

ありません。。 

 

ただ行動に対して反省して下さい。 
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そしてその反省点を次にどうやって活かすか？という事に集中して下さい。 

反省点があるという事は 高のチャンスです。 

 

改善できるチャンスです！ 

 

反省は決してマイナスな行為では無く、プラスな行為であることを 

理解して下さい。 

 

そして時間管理の為に作っているそれぞれの項目（詳細は 

イングリッシュターゲット設定の英語学習時間でお伝えします）の 

実践時間などを記載してください。 

 

更に翌日の目標時間の設定や英語学習の計画など立てて下さい。 

これは英語学習への時間投資や英語目標に対する意識レベルを高めて行く為です。 

 

前述した習慣にも出てきましたが、翌日のアファメーションの後に 

その計画を確認して下さい。 

 

習慣の方法  

英語学習のタスクの進捗状況や時間の使い方を中心に反省点があれば手帳か 

ノートに箇条書きで記載して下さい。あまりこる必要はありません。 

それは書く事が目的になっては本末転倒だからです。なるべくこらずに 

箇条書きで反省点を振り返って次にこの点を活かす為にはどうすれば 

良いか考え、スケジュールやタスクなどを書き出して下さい。 

 

また設定した目標学習時間なども記載して下さい。 

先ほどもお伝えしましたが、この後、イングリッシュターゲット設定の英語学習時間の

中で時間管理の方法などは記載していますので参考にして下さい。 

 

一通り行動に対する反省が終わりましたら、翌日に向けて英語学習の 

タスクを書き出しそれを元に翌日の予定を作成して下さい。 
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４：英語日記と英語的日本語日記  

習慣の実践タイミング  

寝る前あるいは仕事の終わりなど一日の区切りの時に 10 分程度 

 

習慣の目的  

英語の思考回路に慣れる為。 

書くことと話すことは連動しているので英語を生み出す力が身に付く為。 

 

習慣の方法  

今のあなたの出来るレベルで構わないのでまずは英語で文章を記載して下さい。 

数行でも構いません。極端な事を言えば一行でも構いません。 

 

気分が乗っていればたくさん書いても構いません。 

文法ミスやスペルミス等の制限は一切考えずに書き出して下さい。 

 

書くことが目的になっては本末転倒なので凝って書く必要はありません。 

続けることが大切なので絶対に凝った事をしないで下さい。 

 

もちろん、何か綺麗なノートにして装飾をほどこすなど見た目などを綺麗にした方 

が逆に続くという方はそれでも構いません。とにかくこれは１日１分でも 

続けることが大切な習慣です。 

 

更に簡単にアクセスできる手帳あるいはご用意いただいたノートに書きだす事 

がベターです。パソコンやスマートフォン、携帯などで書き出す事でも 

構いませんが、手軽さを優先して下さい。 

 

電源を入れる手間、タイプする手間などが続く支障となりそうであれば、 

迷わずペンにノートというスタイルで行って下さい。 

以下の手順に沿う必要はありませんが、 

参考までにシンプルな方法を記載します。 
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１：テーマを決める 

（シンプルなもの、気付きを伝えたい事、表現したい事、感謝した事など） 

２：その客観的理由をいくつか記載する 

３：結論（ 初の主張をもう一度強調して書く） 

 

EX: 

１：今日はこんな事があって私はこのように思ったよ（テーマ）。 

２：なぜなら～だからです（いくつかの理由）。 

３：だからこう思ったんだ（ 初に思ったことの強調）。 

 

英語的日本語日記  

この習慣は絶対に行わなければならないものではありません。 

厳しい場合は英語日記を優先させて下さい。 

 

以前レベルの比較的低い方達が実践されてとても効果的だったので 

記載しています。 

 

英語的日本語日記とは日本語だけど英語のような語順で 

書くという事です。 

 

英語は言いたい事を言って、その後に補足情報をペタペタ貼り付けて行く 

イメージなのです。 

 

言いたい事というのは基本的に S(主語)と V(述語)です。 

ここを決めれば、後はペタペタ貼り付けていけるのが英語です。 

 

しかしこの S(主語)と V(述語)が中々決め切れずに、変な英語を話す羽目に 

なる人がとても多いのです。 

 

ですから、普段から日本語でその感覚を捉えて欲しいのです。 

これも続けることが目標ですので凝った方法を取らなくて結構です。 
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例えば・・・ 

 

まず主語（主人公）と動詞（動作）を書いて、それについて 

情報を例えば 5W1H（what 何を）(why なぜ)（when いつ）（where どこで）（who 誰

と）(how どのように)で考えて後から付け足して行くようなイメージで 

書き出してみて下さい。 

 

当然、日本語の文法としてはアウトですが、英語の思考に変える為に 

行うので気にしないで下さい。とにかく英語で言う S（主語）と V（動詞）を先に 

書く癖を付けて下さい。テーマなども自由です。 

 

EX: 

私は食べた、おいしい肉を(what)。 

良く行くお店で(where)。家族と(who)。 

今日(when)。私は嬉しかった！ 

 

兄貴が怪我した、ランニング中に。 

だから、僕は行った、病院へ、でも、僕は安心した、 

兄貴が元気そうだったから。 

 

５：アンカリング  

習慣の実践タイミング  

英語回路トレーニング前の５分程度、あるいは慣れてきたら場所を問わず、 

移動中などの隙間時間 

 

習慣の目的  

英語に対する苦手意識や壁を容易に超えて行く為。 

過去にトラウマなどを抱えて自分に自信が持てず、英語学習に限らず 

何らかの壁が目の前に現われたら自信の無さから登る事が出来ない。 

そんな時にゆっくり静かにその壁を登る事が出来るようになるため。 
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習慣の方法  

 

１：静かな場所に腰をかけてリラックスする。 

 

２：過去に何でも良い（スポーツでも勉強でも仕事でも恋愛でも何でも）から達成した、 

成功した体験、経験を思い出す。 

 

３：その成功体験を視覚的（見えるもの）・聴覚的（聞こえるもの）など身体で感じること

ができるものを味わうこと。 

 

４：一旦成功体験のイメージを止めて、アンカー（引き金となるきっかけ）を決める。 

このケースでは右手、あるいは左手の親指と中指をつける。 

 

５：もう一度、先ほどの成功体験の世界を思い出し、 高に嬉しい瞬間の手前 

で親指と中指をつけながら存分にその 高の瞬間を味わう。（例えばその瞬間に頭

の中でウルトラマンが登場するようなシーン、右手を上げて画面から飛び出してくる

あるいは自分が素晴らしい笑顔で右手を上げて画面から飛び出してくるイメージで

も良い） 

 

６：一旦、成功体験のイメージを止めて普通に辺りを見回し冷静になってから 

再度成功体験の世界を思い出し、５を繰り返す。 

 

７：親指と中指をつけるだけで即座に達成感の感覚が引き出されるようになったら 

アンカリングが成功している状態。 

 

８：この状態が出来たら親指と中指を付けて達成感の感覚を持ちながら、 

頭の中で「自分は英語が出来る。英語は簡単だ」と唱える。 

 

終的には親指と中指をつけるだけで、達成感を得ると同時に 

「自分は英語が出来る、英語は簡単だ」独り言も聞こえてくるようにする。 

この習慣は過去のトラウマなどが原因で直ぐに諦めてしまう体質を 

変えて行くものです。そんなトラウマなどの経験等が無い人は必ずしも 

これを習慣化する事はありません（実践する事はプラスになるので 

オススメはします）。 
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２：Environment  環境  
 

人は環境に大きな影響を受けます。環境があなた自身を作っていく可能性 

もあります。これから英語学習の環境を整えていかなければ英語回路を 

作る事など決して出来ません。 

それぐらいパワフルです。 

 

例えば、あなたがアフリカで生まれ育ち今日の食事すら危うい環境にいたら 

英語学習など出来るでしょうか？英語回路を作ることなど可能でしょうか？ 

まず難しいはずです。 

 

そこまで極端ではなくても、例えばせっかく志高く頑張ろうとしても 

反対意見を言う人が出てきたり、時間の使い方が分からなかったりして 

英語学習が頓挫している人達も多いのです。 

あなたの環境は英語学習を行えるでしょうか？ 

 

１：人間環境  

  

あなたの周りの人達を分析する  

あなたが現在生活している環境の中で関わりのある人達を一人残らず 

書き出して下さい。 

 

その中であなたの英語学習に文句を言う、あるいはケチをつける 

ようなタイプの人はいないでしょうか？ 

いるとしたら、どうやってその人を説得しますか？ 

あるいはどうやってその人を遠ざけますか？ 

 

その人はあなたが頑張ろうとしている事にただ単純に嫉妬している 

かも知れません。理由は分かりませんが、何であれ英語を頑張ろうと 

している事に対してあれこれ理由を付けて非難・否定してくる人はあまり 

向上心のある人とは思えません。上手く距離を置く方法を必ず見つけて下さい。 
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２：生活環境  
  

英語学習を強制してくれる存在はいるか、作れるか？  

英語学習はどうしても孤独な状態になるケースがあります。 

英語学習を挫折させない為にもしっかりとした自己管理は必要ですが、 

出来ればその助けとなる人達を作る事が大切です。 

例えば家族、兄弟、友人などに英語の目標を伝えて監視してもらうなどです。 

もちろん弊社のシステムを大いに利用して下さい。 

（メール相談やセッション等） 

 

英語学習の時間を捻出できるか？  

これから英語学習をして行く為には時間を創出しなければなりません。 

これは極めて大切な事ですが、現在の生活環境は英語学習時間を 

捻出できる状況か良く、良く、良く考えて下さい。誰しも必ず無駄な時間を 

過ごしています。まずはその時間を英語学習へ転換することが先決です。 

過去１週間程度のスケジュールを確認して英語学習の時間を捻出できるか検討して

下さい。そして無駄ではなくても、重要ではないあるいは緊急そうだから 

重要だと勘違いして時間の使い方をしているケースもあります。 

この後に記載している英語学習時間の項目で詳しく時間管理など 

の方法について記載していますので参考にして下さい。 

分からない場合は必ず弊社まで相談して下さい。 

 

覚悟という宝物を得ているか？  

私が英語学習に成功した要因を１つ挙げるとすればこの「覚悟」だと考えます。 

覚悟というお金では買えない宝物。 

どうすれば「覚悟」という 高の宝物が見つかりますか？ 

私の場合は留学中に語学学校という選択を捨て、帰国寸前まで追い込まれる 

という覚悟がありました。退路を断って逃げ道をつぶす事も必要です。 

あなたが GLJ 英語回路トレーニングコースに参加しているのも 

１つの覚悟です（素晴らしい！）。 
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３：Mind   気持ち  
 

英語学習に限りませんが、目標へ向かう気持ちを育てるキーワードは 

あなたの言葉・思考・想像力・感情です。 

 

例えば英語学習において壁を感じた時にそれを乗り越えられる人は 

大抵今から出てくる mind をしっかり理解しています。 

これは一夜にして身につくものではありません。 

 

何度も読んで自分の体に浸透させて下さい。 

あなたには英語が出来る・出来ないという選択肢はありません。 

適切な方法で取り組めば必ず出来るようになるからです。 

 

後はやるか・やらないか、やるならどうやるか？という選択肢しかありません。 

それは言葉だけでやると言ってもダメです。言葉ではやると言いながら、 

心の底ではどうせやってもうまくいかないなんて考えているなら 初から 

やらないほうが身のためなのです。 

 

もちろん現在自信がないのは仕方ありません。 

しかし自信の無さとどうせやっても無理だという諦めモードは 

天と地の差があります。 

 

なぜなら心の底でどうせやってもうまくいかないと考えていれば 

本当に“望み通り”そうなるからです。 

 

自信がなくても、英語が出来るようになりたいと考えていれば、 

望み通りそうなります。 

 

自分は出来ると信じて今の自分でどうやるか？という事をとことん突き詰めて 

考え抜いて下さい。 

 

どうやるか？の英語学習における方法はこちらが提示しますが、 

その英語学習を生活習慣に組み込むのはあなたの考えがとても大切です。 
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仮に途中で英語学習に迷いが出ても、出来るにフォーカスすると 

真剣になります。 

 

途中で迷いが出て、出来ないにフォーカスすると深刻になります。 

 

英語学習の過程で深刻になっていないか？真剣になっているか？と 

常に考えて実践して下さい。 

 

そして信念を持って取り組んで下さい。 

 

信念は信じて念じると書きますが、 

自分を信じて出来ている事を想像（念じる）する事です。 

もちろん念じるからと言って神様お願い！とお祈りするのとは全く違います。 

 

 

１：思考マインド  

自分の強みを知る  

自分の強みを知ることの 大の目的はあなたの中にある自尊心 

（セルフイメージ）を引き上げる事です。 

 

自尊心、セルフイメージを上げなさいと言われて、「私は自分が思う以上の 

人間的な価値がある」と毎日唱えても、中々難しいものもあり（それも必要だが）、 

セルフイメージを変える方法は成功経験が大きなポイントです。 

 

習慣のアンカリングでも伝えましたが、 

何かを達成した・感謝されたなど様々な自分の強みに繋がるどんな小さな経験 

でも掘り起こして思い出し、それを刷り込んで行く必要があります。 

 

いや、私にはそんな経験が無いという人は忘れているだけです。 

どんな人でも１つや２つは何かの達成・成功体験があるはずです 

（どんな小さなことでも）。 
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あなたの考え方をポジティブにする為、自分の強みを知る長所・得意な事・ 

達成してきた事（小さなことでも）・過去にやる気が出ていた行動を考えて下さい。 

 

あまり多く出す必要はないので、自分が可能だと思うだけ出して下さい。 

それを習慣のアンカリングに繋げていって下さい。 

 

自分の弱みや失敗を知る  

自分の強みはポジティブな事ですし素晴らしいのですが、自分の弱み 

やネガティブな事に蓋をしていないか考えてみて下さい。 

 

私の教材を過去に実践した事がある方なら少し同じ内容になりますが、 

とても大切な部分なので復習と新たな取り組みも記載していますので 

実践してください。 

 

なぜ自分の弱みや失敗を知る事が大切なのかは、実はこんな事に 

気付いていないで、それが本質的な英語学習に向かう態度を頓挫させている 

ケースがあるのです。 

 

もしかすると英語学習に限らないかも知れません。 

 

何か自分がこれを頑張ろう！と決めた事が頓挫してしまうのは 

弱みや失敗といったネガティブな事が潜在的にあなたの足を引っ張っている 

ケースがあるのです。 

 

もしかすると自分の強みを知る以上に大切かも知れません。 

 

世の中はポジティブ思考で溢れていますが、ポジティブだけで過ごせる 

人は本当にひとにぎりです。 

 

もちろんポジティブに考えることも本当に重要です。 

 

しかしポジティブに構えて、それが根性論的な発想に変わる人が 

決して少なくないのが現状なのです。 
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もっと言えば俺はプラス思考でマイナスなど一切考えないという 

方は例えば「俺は○○になってみせる！」とポジティブな事を 

言っておきながら、実は「俺は○○になれなかったらとても怖い」 

という感情を逆に引き起こしている人もいます。 

 

マイナス（ネガティブ）な事なんて考えなくて良い！ 

とか人生はプラス思考で生きていけ！ 

とか過去のネガティブなど忘れるが一番！ 

 

とおっしゃる方々もいますが、ポジティブな事しか語らない 

人間なんて私は信用できません。 

 

人間なのですから、ポジティブな感情も起きれば、必ずネガティブな 

感情も起きます。 

 

大切な事はネガティブな感情が悪いのでは無く、その感情とどう 

向き合うか？ではないでしょうか。 

 

そして自分の弱みや失敗に気付いたらそれを受け入れる事が大切です。 

受け入れるという事をあまり難しく考えないで下さい。 

 

受け入れるというレベルは、笑い話に変えられる、 

他の人にも失敗などを言える、しっかり紙に書いて失敗談を語れるなどです。 

 

もしかしたらいじめられていた事・・・・ 

もしかしたら親に暴力を振るわれた事・・・・ 

もしかしたら自分が相手を傷つけた事・・・ 

 

自分の弱みや失敗を是非ノートに箇条書きで書き出して下さい。 

私も弱みや失敗と言ったネガティブなことを書き出していますが、 

書き出してみて様々な気付きがありました。 
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書き出すまでは、今までそんな事は改めて考えたことも無かったですし、 

考えたくも無かったですし、恥ずかしかったからやりもしませんでした。 

 

あなたはどうでしょうか？ 

 

つい人間はネガティブな部分には蓋をしようとします。 

そこに目を向ける事を避けてしまいます。 

 

そして同じ過ちを繰り返してしまいます。 

またネガティブがトラウマとなって一歩踏み出せない人達もいます。 

 

書き出すことで客観的にまずはネガティブな部分と向き合って下さい。 

今となっては私は自分の弱みや恥ずかしい・悲しい出来事があったことに 

感謝すらしています。 

 

そして書き出したら実際に行って欲しい事があります。 

 

書き出したネガティブを受け入れる方法ですが、効果的な方法 

があります。もちろんこれを実践する必要はありません。 

ただ紙に書き出して客観的に眺めるだけでもかなり違います。 

 

ご存知の方々もいるかもしれませんが、その方法とは EFT と 

呼ばれる手法で Emotional Freedom Techniques の略です。 

 

EFT の事を書けば、本 1 冊ぐらいになりますので、ここでは割愛 

しますが、もし詳しく知りたい方はフレンダ・E・ダランパン著  

心にタッピング（EFT エネルギー療法）というものが書籍で出版されて 

おりますので参考にしてみて下さい。 

＊参考文献：BAB ジャパン出版局 心にタッピング EFT エネルギー療法 

 

その EFT の方法でも実際に実践してみて効果的だったもの 

を抜粋してここに方法を掲載します。 
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本来はもっと細かいやり方は色々ありますが、そこまで細かくやる 

必要も無いと私は判断しています。 

 

それではその簡単な方法をお知らせします。 

 

１：まず書き出した文章が長ければ簡略化して書き出します。  

 

ある時、MBA の授業の中でゲームを行いました。 

6 人チームで行うゲームで課題に対して有効な方法を提示しない 

人間はリーダーから即座にリストラされるゲームです。 

自分はその 初の１人に選ばれて、チームを首になりました。 

 

という恥ずかしい体験に対して・・・・ 

 

「MBA の授業で自分はリストラされた」という文章に簡略化します。 

もちろん上の文章のように長々書く必要はありません。 

頭の中でそれが出来るなら簡略化した文章をいきなり書いて下さい。 

 

２：そしてこの文章の後に肯定する文章を付け加えます。  

 

「MBA の授業で自分はリストラされたけど、その時のリーダーは 

正しい選択をした」 

 

要するにネガティブ部分＋肯定文でこの２つの文章を 

「～だけれども」という言葉でつなぎ合わせます。 

 

そして大切な事は誰に対してネガティブな気持ちを持っているか？ 

です。 

 

私の上の例で言えばチームリーダーに対してです。 

内容によってはそれが自分自身という事もあります。 
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例えば EFT の本で出ている例を引用しますと、 

昔いじめられていた方がいるとします。 

 

ネガティブ項目 

「あの時あんな奴らにやられたなんて自分が許せない」 

それを 

「あの時あんな奴らにやられたなんて自分が許せないけど、 

何も出来なかった自分を受け入れます」 

 

という具合です。 

 

ここで注意点としては、今でも仮に許せていない、受け入れていなくても 

「言葉の上」では許している・受け入れていると言って下さい。 

 

そしてこの言葉を言いながら、次に示すポイントを軽く 

指先（人差し指・中指・薬指 3 本または人差し指・中指の 2 本で、 

書籍では 2 本と書かれておりますが、経験則から 3 本でも良いと 

感じています）で叩きます。 

 

叩く階数は一箇所につき 20 回程度です（これもご自身で何度か 

叩いてみて一番フィットする回数を試してみて下さい）。 

 

叩く場所と順番は・・・ 

 

１：頭のてっぺんの中心あたり  

２：目の上（眉毛あたりです）  

３：目の横（テンプルのあたりです）  

４：目の下（くまが出来るところです）  

５：鼻の下  

６：あご  

７：鎖骨  

８：わきの下（男性なら乳首と同じ高さ、女性なら下着がちょうどあたる場所）  
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以上のポイントを順番を守り、先ほどの文章を実際に 

言いながらまたは心の中で言いながら指先で叩いてください。 

やる事はこれだけです。 

 

このセットを 1 つのネガティブ項目につき、何度やるかは 

それぞれ個人差はありますが、数セットを実践してみて下さい。 

 

不思議とリラックスして受け入れている自分に気付く事が加速されます。 

何故叩くと効果的なのか？はここでは省略します。 

 

詳細は先ほど紹介した本に書かれております。 

 

EFT を実践したからといって、記憶が消されるわけでもありませんし、 

その場面を具体的に思い出しても、そこに以前あったネガティブな 

感情が消されているだけです。 

 

だからこそ、その出来事は過去のものと位置づけられて（仮に未来に対する 

不安感でも）現在の自分には何の影響もないものとなります。 

 

別に副作用があるわけでもありません。 

 

これは EFT の本ではありませんので、私やクライントに実践して効果的 

だったものだけに絞ってお伝えしています。 

 

前述した通り、書き出す・眺めるだけでも効果的ですが（もちろん眺める事も実践 

して下さい）より加速させ、効果を大きくする為にも是非取り入れてみて下さい。 

 

このように自分の弱みや失敗などのネガティブな事を知ってそれを 

変えられないなら受け入れて下さい。 

 

そしてその真逆は強みになるわけなのでそこへ繋げる努力をしてみて下さい。 

 

また失敗した事を振り返ってその傾向を知って下さい。 
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歴史は繰り返すと言いますが、失敗は同じような本質的な問題を 

繰り返している事が多いのです。 

 

失敗と思える経験から何を学べるか？ 悪と思える経験から何を学べるか？ 

悪と思える経験にあえて良い点があるとすればそれは何か？ 

 

その経験に落胆する事が目的では無く前向きに活かすというプラスの 

意味で捉えてみて下さい。失敗そのものにフォーカスするのではなく、 

“失敗の傾向”にフォーカスしてみて下さい。 

 

英語学習に限らず自分がしやすい失敗は？ 

その失敗をしやすいのはどんな時？ 

特にどんな場所にいるとその失敗をする？ 

誰といる時その失敗する？その失敗を繰り返すのはなぜ？ 

どうすれば克服できる？ 

 

そしてその失敗の傾向は時に成功の種が眠っている事が良くあります。 

 

またどうしてもその経験が未だにトラウマのようであればそれよりもきつい事 

が起きた場合よりは良かったと考えて下さい。 

 

そしてもしあなた自身が過去に犯した間違いがあり、 

それが自分の弱みとなっているならその出来事は水に流して下さい。 

 

自分を許せないと前に進めません。英語学習でも起こる壁に対応できません。 

ミスをした時のあなたは今、英語回路構築を目指すあなたとは違う人です。 

 

もし人に対して何らかの間違いを犯して相手を傷つけてしまった場合は 

英語学習を通して立派に成長してそのミスを取り返せば良いだけです。 

 

繰り返しますが、自分の弱みや失敗を受け入れる事をしていなければ、 

英語学習で訪れた壁を登ることが出来なくなります。 

だから真剣に取り組んで下さい。 
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感謝思考を身につける  

 

感謝思考のない人間は必ずどこかで道を外します。 

英語学習の壁を感じた時にいつでも感じて欲しいのです。 

 

今こうして英語を学べる状況がいかに幸せで豊かな事なのかと言うことを。 

そしてその壁を冷静に登り始めて欲しいのです。 

 

感謝思考を身につけるワークも過去にご指導させていただいている方々には 

必ず実践してもらっている事です。 

 

もし過去に私のテキストを使用した事がある方には一部ダブってしまう 

内容ですが、復習の意味でお読みください。 

 

感謝思考は身につけて損になることは絶対にありません。 

そこで感謝の心を知る 善かつ一番簡単な方法は両親への感謝です。 

 

両親への感謝は・・・・・・ 

① 両親に幼少時などしてもらったことで何か嬉しかったことを思い出す。 

② 両親に何か迷惑をかけてしまったことを思い出す。 

③ 両親が自分に対して凄く喜んでくれたことを思い出す。 

④ 両親が自分に対して泣いてしまった・泣いてくれたことを思い出す。 

⑤ 両親と一緒にした行動（EX：旅行やスポーツなど）で嬉しかったことを思い

出す。 

上の５つだけではないかも知れません。 

 

あなたがとにかく両親に対して感謝できると思えることを 

徹底的に思い出して下さい。 

 

その時、もしかしたらあなたの目から涙が出てくるかも知れません。 

それでも構いません。むしろ泣いてしまうという行為は非常に肯定的な行為なので 

歓迎すべきことです。 
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「涙を流す」という行為が余計感謝の心を身につけることを加速させます。 

場合によっては両親に感謝したい項目を書き出して、それを見ながら 

感動する曲をかけてあえて「涙を流す」という行為をしても良いぐらいです。 

 

そしてできればその感謝の気持ちを実際に両親へ伝えてあげて下さい。 

 

しかしどうしても両親には感謝できない・・・・という人もいます。 

生まれた環境や育った環境でどうしても両親に感謝などできないと 

頑なに拒む人がいるかもしれません。 

親にひどい仕打ちを受けた、親に捨てられた・・・・・・色々あるかもしれません。 

そういう方は無理に両親へ感謝することはありません。 

 

しかし覚えていてほしい事があります。 

 

両親への感謝というのは言い換えると、親に怒りや憎しみを 

持っていない状態です。 

実は両親に対して憎しみや怒りを抱えている人はあまり人生が好転していない 

ということが理由は色々あるのでしょうが（正直理由はわかりません）、 

傾向として出ています。 

 

無理にとは言いませんが、両親に対して憎しみや怒りを感じている方は 

親も完璧な人間ではないという前提で、「悪い親ほど恨んではいけない」と 

心に感じて、それだけで人生を好転させてみて下さい。 

 

それでもどうしても両親へ感謝できない人は他にお世話になった人を 

探してみて下さい。 

学校の先生かも知れません。 

クラブ活動でお世話になったコーチかも知れません。 

近所のおばさんかも知れません。 

施設でお世話になった方々かも知れません。 

飼っているペットかも知れません。 

あなたの恋人かも知れません。 

あなたの結婚相手かも知れません。 

バイト先の先輩・同僚・後輩かも知れません。 

あなたの会社にいる部下・同僚・上司かも知れません。 
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とにかく両親以外で誰か他にお世話になったと感じる方々がいれば 

その方々に対して 

 

① 何かしてもらって嬉しかったこと 

② 何か迷惑をかけてしまったこと 

③ 自分に対して凄く喜んでくれたこと 

④ 自分に対して泣いてくれた・泣いてしまったこと 

⑤ 一緒にした行動（EX：旅行、スポーツ）で嬉しかったこと 

 

を徹底的に思い出して下さい。そして箇条書きにして書き出して下さい。 

 

両親にも感謝できないし、お世話になった人などいない・・・・・ 

そんな人間は本来いないはずですが、それでもピンとこない人は「日本人」である 

ことまたは日本というフィールドと関われるという事に感謝して下さい。 

 

これは両親への感謝やお世話になった人への感謝ができている人も同様です。 

 

「日本人」であること・日本というフィールドに感謝？と言われても 

ピンとこない方は次の文章をお読みください。 

以下、インターネットや書籍で世界中を駆けめぐった話です。 

 

「もし世界が１００人の村だったら・・・・・」 

 

もし現在の人類統計比率をきちんと盛り込んで全世界を１００人の村に 

縮小するとどうなるでしょう。その村には・・・・・ 

５７人のアジア人、２１人のヨーロッパ人、１４人の南北アメリカ人、 

８人のアフリカ人がいます。 

 

５２人が女性で、４８人が男性です。７０人が有色人種で３０人が白人。 

７０人がキリスト教以外の人たちで、３０人がキリスト教。 

８９人が異性愛者で、１１人が同姓愛者。 

 

６人が全世界の富の５９％を所有し、その６人ともがアメリカ国籍。 

８０人は標準以下の居住環境に住み、７０人は文字が読めません。 
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５０人は栄養失調に苦しみ、１人が瀕死の状態にあり、１人は 

今生まれようとしています。１人は（そうたった１人）は大学の教育を受け、 

そして１人だけがコンピューターを所有しています。 

 

もしこのように縮小された全体図から私達の世界を見るなら、 

相手をあるがままに受け入れること、自分と違う人を理解すること、 

そしてそう言う事実を知る為の教育がいかに必要かは、 

火を見るより明らかです。 

 

また次のような視点からもじっくり考えて見ましょう。 

 

もしあなたが今朝目が覚めた時、病気でなく健康だなと 

感じることが出来たなら・・・・・ 

 

あなたは今週生き残る事のできないであろう１００万人の人達より恵まれています。 

 

もしあなたが戦いの危険や投獄される孤独や獄門の苦悩、 

あるいは飢えの悲痛を一度も経験したことがないのなら・・・・・ 

 

あなたは世界の５億人の人達より恵まれています。 

 

もしあなたがしつこく苦しめられることや逮捕拷問、または死の恐怖を 

感じることなしに教会のミサに行くことが出来るなら・・・・ 

 

あなたは世界の３０億人の人達より恵まれています。 

 

もし冷蔵庫に食料があり、着る服があり、頭の上に屋根があり、 

寝る場所があるなら・・・・ 

 

あなたは世界の７５％の人達より裕福で恵まれています。 

 

もし銀行に預金があり、お財布にお金があり、 

家のどこかに小銭が入った入れ物があるなら・・・・・ 

あなたはこの世界の中で も裕福な上位８％のうちの１人です。 
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もしあなたの両親がともに健在で、そして２人がまだ一緒なら・・・・・ 

 

それはとても稀なことです。 

 

もしこのメッセージを読む事ができるなら、 

あなたはこの瞬間２倍の祝福を受けるでしょう。 

 

何故ならあなたの事を思ってこれを伝えている誰かがいて、 

その上あなたは全く文字の読めない世界中の２０億の人々より 

ずっと恵まれているからです。 

 

～世界が１００人の村だったらより抜粋～ 

 

我々日本人はとかく日本人である「凄さ」を忘れがちです。 

 

「日本人であること」は実は世界から見ると本当に本当に 

稀なことで凄いことです。 

 

もっとも日本人全員が世界の上位８％の裕福な民族です。 

 

私は以前留学中に大学院でのプロジェクトの為、アメリカのある 

黒人居住地域、いわゆるスラム街に行った事があります。 

 

行ったことがある人ならお分かりかと思いますが、本当に荒んでいて 

雰囲気がとても悪い地域です。 

 

そしてスラム街に到着すると、そこにはゴミ箱をあさる８歳と５歳 

の兄弟がいました。 

 

その兄弟に「何故ゴミ箱をあさっているの？」と聞くと、 

お兄ちゃんらしき方が、「食べ物を探している」と答えました。 

私はこのアメリカで食べ物を探している子供に出会いショックを受けました。 

 

あの先進国アメリカで・・・ 
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「何故食べ物を探しているの？親は？」と私が聞くとそのお兄ちゃんは 

「お父さんは３年前に殺された。お母さんはその後いなくなった・・・・・」 

と別に悲しんでいる様子もなくたんたんと答えていました。 

 

彼らのような孤児は実はたくさんいます。彼らはアメリカ政府から 

食料券というものを支給され、スーパーなどでそれを交換して飢えを 

しのいでいるのです。 

 

しかし強い大人がそれを取りあげ、その食料券を麻薬と交換し、 

またスラム街に麻薬が蔓延するという悪循環に陥っている状態です。 

 

経済大国アメリカではこのような黒人の子供達だけではなく、 

とても貧しい暮らしをしているメキシコ人、中国人などが群がって暮らしています。 

 

また世界には小さな子供がゴミをあさって生計を立てている 

カンボジアのような場所もあります。 

 

日本はそんな所でしょうか？ 

 

日本がそんな所だったら、私は英語学習なんて 

止めて食べ物を見つけようと皆に問いかけます。 

 

何よりもまず食べ物を見つけなければならない国々・人々が実は 

本当に世の中には多いのです。 

 

場合によってはアフリカ難民のように何の意志も持たずに生後数時間で 

死んでいく子供達もたくさんいます。 

 

日本人の平均寿命は 82 歳。しかしアフリカのある地域では 41 歳。 

実に半分です。どう感じるでしょうか？ 

 

少し悲しい話を書きましたが、あなたには英語を身につけようとして 

いる環境がいかに凄いことなのか理解して欲しいのです。 
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あなたが「日本人」である、あるいは日本と関わりのあることは 

凄いことなのです。 

 

そして時々、現在の生活の中で自分にあるもの 

（家・家族・電話・食べ物・着る服・靴、当り前だと感じるもの） 

のリストを作成してみて下さい。 

 

そしてそれらがある日、目が覚めて起きたら一瞬にして無くなっている 

世界を想像してみて下さい。 

 

今あるものがどれだけ貴重なのか、そしてそこに感謝できないか 

少し考えてみて下さい。 

 

英語目標への思考エネルギー  

 

あなたにはその内容が何であれ、思考をするとエネルギーが発生します。 

この思考エネルギーの使い方を英語学習に活かすことがとても大切です。 

 

例えば英語目標に対しての思考エネルギーを１日の内でいつも 

どのぐらいの配分でしているでしょうか？ 

 

あなたはそれが何であれ、思考エネルギーを注ぐものを 

自分に引き寄せています。 

 

世の中全てのものは分子から原子核で出来ています。 

鉛筆もパソコンもあなた自身も大元をたどると目に見えないが原子核で 

できています。 

 

そして原子核のまわりを電子がまわって振動（バイブレーション）を 

起こしています。例えば水と水は同じ振動（バイブレーション）をしているので 

引き寄せられます。油も同様です。 
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しかし油と水は同じバイブレーションではないので引き合いません。 

思考エネルギーも発生すると同様に電子がまわって振動を起こします。 

 

だから英語に限りませんが、あなたが引き寄せたいものは思考エネルギー 

を使って引き寄せることは可能です。 

 

ただし、この引き寄せるという条件があるのに、それを考えていても 

引き寄せられないケースがあります。 

 

その場合はタイミングが違うだけだと考えて下さい。 

一度強く思えば必ずあなたが思うタイミングでは無くともベストの 

タイミングで引き寄せられます。 

 

しかしタイミングが違うと焦ります。焦ると余計違う思考エネルギーが 

発生して（違うバイブレーションが発生して）訪れません。 

 

それは例えば何か見つけようと鼻息を荒くして追いかけすぎると逆に離れて 

行くようなものです。そんな時は力を抜いてその思考を手放すと 

現れるケースもあります。（ＥＸ美容院を必死に探しているけど見つからずに、あきら

めて気を抜いたら現れる）。 

 

それは視野が広がるからです。世の中は循環しているので焦ったり 

欲張ったりしすぎると離れて行く事は覚えておいて下さい。 

 

英語学習で真剣と深刻の違いを知る  

 

少し前に書きましたが、これは私が尊敬している先生の言葉です。 

真剣と深刻は似ているけど全く違うという事です。 

 

例えばこれから英語回路トレーニングに挑戦しようとします。 

真剣である場合はその事は出きる・達成するという事に集中している時。 

深刻である場合はその事は出来ない・達成は無理という事に集中している時。 

真剣な時は現在に「ある」未来は「出来る」に集中している状態。 

深刻な時は現在に「ない」未来は「出来ない」に集中している状態。 
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時には自分を客観視して、今自分は「真剣」なのか？「深刻」なのか？ 

という事を考えて下さい。 

 

深刻な状態では達成できるものも達成できません。 

そして冷静に真剣さを取り戻して、出来ると考えたら直ぐに 

「どうやるか？」という事も常に考えて下さい。 

 

そして 終的には、結局今出来る事しか出来ないから 

今出来る事に集中するという事になります。英語でも同様に今出来る事に集中 

してそれをひたすらやることを忘れないで下さい。 

 

英語学習ではネガティブ・否定的な言葉は使わない  

 

ネガティブな言葉や否定的な言葉は出来るだけ使わないようにして下さい。 

例えばこのような言葉を使う仲間や家族がいたら聞き流すようにして下さい。 

 

これは英語に対するネガティブな事に限りません。真に受けたらあなたに 

返ってきます。例えば同じ状況でも使う言葉で変わります。 

 

英語が話せない⇒否定的 

英語が話せたら素晴らしい⇒肯定的 

 

英語が話せない状況は同じですが使う言葉が違います。 

また脳は感情的に大きく揺れたほうに反応します。 

 

通常は否定的な言葉が感情的に大きく揺れるので辛い状況だと感じれば 

感じるほど、否定的な言葉が出てきて、脳から強い指令が働き、 

総力を挙げて皮肉にも辛い状態へと導いてくれようになります。 

 

また何かの問題が出てきた時には「出来ない」という言葉の変わりに 

「どうやるか？」という質問へ変えて下さい。 
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あなたの中から出来ないという文字を失くすぐらいの気持ちでいて下さい。 

出来ないという言葉や出来ないという気持ちを心の奥底に置いてあるだけで 

動く事が出来ません。 

 

２：イメージマインド  
  

英語学習において、想像力は鍛える必要がある。  

 

生活習慣に取り入れるアンカリングやアファメーションなどの際にも 

イメージする力があるとより効果的です。 

 

イメージする力は前述した思考エネルギーとも似ています。 

また英語回路をつくる上では音読がとても大切です。 

 

それは英語には単位として英単語レベルからイディオムレベル（熟語）、 

センテンスレベルまでありますが、どの場合でも音読する際にその 

言葉のイメージを持ちながら音読すると何もイメージせずにした音読と 

比べて効果が格段に違います。 

 

イメージをした事は本当に現実になるケースが多々あります。 

英語の目標を達成する為にもイメージ力はとても大切です。 

 

すべてのものは２度作られるという言葉があります。 

 

何事にもまず知的な第一の創造があり、その後に物的な第二の創造が 

行われるという事です。 

 

青写真が作られてから建物が完成するのと同じで、物的な創造は 

知的な創造の後に行われます。知的な創造とはイメージの想像になります。 
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叶う目標は脳の中でイメージをしてそれが具体化できるぐらい 

細かい状態になり、カラー映像でも出てくるぐらいに想像して、 

次にその目標を考えるだけでワクワクしてくる、 後にワクワク目標を 

達成している事が脳の中で当り前になるとほぼ目標は達成します。 

 

鮮明にイメージできるものは大抵タイムラグはあっても現実になる 

ケースが私の経験上もとても多いです。 

 

イメージする力は毎日のアファメーションやアンカリングでも鍛えられるし、 

時間がある時は少し立ち止まって様々な事を想像してみて下さい。 

 

脳にある想像する器官を鍛えれば筋肉と一緒で進化していきます。 

 

想像力を養うには普段から喜怒哀楽を伴った想像を使うと効果的です。 

要するに感情と一緒に想像します。 

 

喜怒哀楽の中でも喜ぶと楽しむという喜楽を伴い、また現在形を使って 

既にこうなっているという言葉を使って一緒に想像力レベル 

を上げていきます。 

 

特に止まっているものを想像するよりも動いているものを想像するほうが 

イメージが湧きます。 

 

例えばある車が欲しいと思ったら、それが止まっている状態 

よりも動いている状態（それに自分が乗っているなど）をイメージしてみることです。 

 

その場合は実際に写真を使って想像力の補助をする事も有効です。 

 

イメージする力は普段から意識的に鍛えて下さい。これが英語回路 

トレーニングにもとても有効になります。 
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３：エモーショナルマインド  
  

怒り・悲しみの感情  

感情をコントロールしなければなりません。 

日々の怒りや悲しみが原因で英語学習が頓挫するなんて事も結構起きています。 

 

これは精神的な部分や肉体的な部分に気をつけていても、 

どうしても外的な要因で感情を乱されるケースがあります。 

 

それは突発的な事件だとか事故、または何らかの批判や中傷を受けたり、 

失敗してしまったりするケースです。 

 

その時は手足などの体を動かしながら（例えばウォーキングなど）、 

受けた感情を冷静に見つめて（可能なら書き出して）なぜ怒ったのか？ 

悲しんだのか？という事を理解して下さい。 

 

そしてその状況よりも更に 悪だった事を想定してそれよりも 

良かったと対象をスイッチさせてみて下さい。 

そしていつも唱えて下さい。 

 

怒らない。怒らない。怒らない。 

 

大体感情が揺れてマイナスに働くのは怒りや悲しみ、恐れなどの感情です。 

また自らコントロールできないどうしようも無い事（渋滞など）にも 

腹を立てずに冷静に対応する意識は持って下さい。 

 

また批判などをされて、怒りや悲しみの感情がわきあがっても批判した 

相手の立場になって考えてみて下さい。 

 

そしてどんな些細な事でもその批判した相手の為になる事または 

相手にとってプラスになる事を考えてみて下さい。 

それが無理なら尊敬している人ならどう考え、行動するか？ 

と考えてみて下さい。 
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人間の防衛本能を知る  

 

当たり前ですが、人間は体温を一定に保ち、肉体的に安定させます。 

これと同様に常に安定した状態を保とうと、精神的にも同じ事が働こうとします。 

これは人間の防衛本能と呼ばれるものです。 

 

その中で例えば新しい事を始めると、今までの生活には無かったものが 

入ってくるので、精神的には不安定な状態（仮にワクワクしていてもです）になります。 

 

そしてその不安定な状態を元の安定した状態（新しい事を始めようとする 

前の状態）に戻そうという防衛本能が働き、その新しい事を 

止めさせようとします。 

 

何でも新しい事を始める時に３日坊主などになるのは正にこれが原因です。 

３日坊主になりそうな、そんな時は人間が本来持っている「変わりたくない」 

という防衛本能が働いている事を知って下さい。 

 

ダイエットでもリバウンドしてしまうのは太っていた時期が長い場合、 

それが安定した状態だと心は既に認識していて、やせ始めたら太っていた 

時に戻そうとする防衛本能が働いているだけです。 

 

英語学習でも同様です。 

 

英語学習を始めて、何かの壁、例えば途中で文法の箇所で分からない事が 

出た時に言い訳が頭の中によぎったりします。 

 

「こんな分からないものやっても仕方無いよ」「止めた方がいいんじゃない？」等々。 

 

そんな時は元の英語が出来ない自分に戻そうとしている、防衛本能が 

働いている証拠だと思って冷静に考えて下さい。 

 

防衛本能と分かっていても、それでもどうしてもやる気が出ない時は 

人間ならあります。そんな時は以下を参考にして下さい。 
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１：やる気は行動（どんなに小さい行動でも）の積み重ねたエネルギーである。 

 

２：適度な運動と作業によって体を動かして脳の血流を良くして 

作業興奮を起こさせやる気を出させる。例えば机の片付けやウォーキングなど。 

 

３：目標が大きすぎると感情系の脳が全体ばかり捉えて動こうとしない。 

それを小さな課題に分解して感情系の脳の協力を得る。 

例えば「英語の本を開く」という事だけを目標にしてもよい。 

それでまだやる気が起きない場合はそこで止めてもよいし、 

そのまま続けられるようなら続けてみる。 

 

４：前述した今までと同じ自分に引き戻そうとする防衛本能が働き 

英語学習を止めさせようとしていると冷静に受け止める。 

 

５：自分が前向きになれる曲を普段から用意しておき、それを流す。 

 

ここまでイングリッシュターゲットライフとしてお伝えしてきましたが、 

一見英語学習とは関係ないと感じられた方がいるかも知れません。 

 

しかしせっかく英語学習を続けていけば出来る人なのに、今までお伝えした 

ような事を知らずに挫折してきている人達がたくさんいるのです。 

 

リンゴの木を見れば皆、実ばかり見てその実が土に隠れた根っこが 

しっかりしている事を忘れます。リンゴの木に例えれば、土に隠れた根っこが 

ここまでお伝えしたイングリッシュターゲットライフは英語学習を行う上で 

必要なベースです。これはフェーズ２、３でも引き続き行って行きます。 

 

どうぞ時にはこの箇所に立ち返って再度読み返し、５つの習慣を定着させ日々の生

活に英語学習を継続する、実践していく根っこを育てて下さい。 
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Ⅱ：ターゲット設定  
 

１：実践英語の目標  
 

さぁ、いよいよ英語に関連した目標の設定です。 

 

冒頭にもお伝えしましたが、英語は目標やそれにまつわる 

理由を叶える手段です。 

 

あくまでも手段です。そこを混同しないでください。 

 

英語をマスターして何をしたいか？これを徹底的に考えて下さい。 

 

例えば過去、実にたくさんの方々をご指導させて 

いただいた経験上、結構多いのが以下の目標でした。 

 

英語が話せるようになって外国人とコミュニケーションをとりたい！ 

TOEIC で良い点を取りたい！ 

映画や海外のニュースなどを字幕なしで楽しみたい！ 

英字新聞や海外の英語本（洋書）を辞書なしで読めるようになりたい！ 

 

上記でも無いよりは良いですが、まだあまりクリアではありません。 

 

例えば TOEIC で良い点を取りたいという人は多いのですが、 

具体的にそれは何点で、なぜその点数を取りたいのか？ 

という事まではっきりさせるとより達成率が高くなります。 

 

それは何度もお伝えしていますが、イメージが容易に湧きやすくなる 

からです。また全て「～たい」という願望形で終わっています。そうではなく、 

全て現在形を使用して書き出す事が必要です。 
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更にイメージ化を容易にする為に良い方法があります。 

特に TOEIC などとは違い、数値化しづらい抽象的な目標です。 

 

これも今までの思考マインドでお伝えした感謝思考を身に付けるワークなどと 

同様に、過去にご指導させていただいている方々には必ず実践して 

もらっているとても重要なワークです。 

 

今回も過去に私のテキストを使用した事がある方には一部ダブってしまう 

内容ですが、復習の意味でお読み実践してください。 

 

それは目標をストーリー性に落とし込んで、イメージ化を行うと言う事です。 

ご用意されたノートなどを用意して実践してみて下さい。 

 

まずは「英語を使ってなりたい自分をイメージする」ことです。 

あなたの潜在意識の中に英語を使ってなりたい自分をイメージして欲しいのです。 

 

想像している自分がカラー映像になるぐらいにイメージして欲しいのです。 

 

いきなり英語を使ってなりたい自分をイメージするのは難しいという方が 

いるかも知れません。しかし簡単です。 

その場合には次の２つの質問に答えてみてください。 

 

１：あなたは何故英語をマスターしたいのですか？ 

２：英語を使ってどのような自分になりたいですか？ 

 

たったこの２つの質問に答えるだけです。 

 

私が英語回路を構築しようと（当時は英語回路を構築しようという意識では 

ありませんでしたが）、教わった方法でこのやり方を実践していました。 

当時の私はとにかく英会話が出来るようになりたくて、英語という枠ではなく、 

英会話という枠で考えていました。 

（もちろん英会話の目標でも英語に関連するので全く問題はありません） 

 

どのようなプロセスを踏んでいたかといいますと・・・・・ 
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１：あなたは何故英会話をマスターしたいのですか？ 

・	 英会話ができるとかっこいい。 

・	 英会話ができるともてる。 

・	 英会話ができると自分に自信がつく。 

・	 英会話ができると色々な人達と話せる。 

・	 英会話ができると仕事の選択が広がる。 

・	 英会話ができると自慢できる。 

・	 英会話ができると字幕なしで英語映画が見られる。 

・	 英会話ができると海外に移住できる。 

・	 英会話ができると資格が取れる。 

 

２：英会話を使ってどのような自分になりたいですか？ 

・	 英会話を使って携帯電話で話している自分 

・	 英会話を使って女の子に尊敬されている自分 

・	 英会話を使ってアメリカ人と友達になってバカ騒ぎしている自分 

・	 英会話を使って外国人とレストランで食事している自分 

・	 英会話を使って日本の友達から尊敬されている自分 

・	 英会話を使って仕事をしている自分 

・	 英会話を使って家族を海外旅行で先導している自分 

・	 英会話を使って外国の友人と映画を見に行く自分 

・	 英会話を使って日本人に教えている自分 

・	 英会話を使って文化交流している自分 

・	 英会話を使って外国人に日本を案内している自分 

 

このような感じでした。ただしこれで終ってはいけません。 

 

先程も書きましたが、「想像している自分がカラー映像になるぐらいに 

イメージしてほしい」のです。 

その為には質問２をもっと具体的に書いていかなければなりません。 

 

やり方を教えます。 

 

質問２の漠然とした回答に何処で？誰と？どんな時？など 

環境描写を付け加えて 後のその理由も記載した簡単な架空のストーリー 

にして欲しいのです。例えばこのような感じです・・・・・ 
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★英会話を使って携帯電話で話している自分★ 

＜架空ストーリー＞ 

東京虎ノ門の森ビル前で貿易会社に勤務している私が正面玄関を出るとき 

携帯電話が鳴る。相手はアメリカニューヨークにある別の貿易会社のトーマス 

（顔はニュースなどに出てくるような白人）。英会話を使いながら、携帯電話越しに 

商品の注文を受け付けている自分。 

＜理由＞ 

英語が話せる自分の格好良さを味わいたいから 

 

★英会話を使って女の子に尊敬されている自分★ 

＜架空ストーリー＞ 

神奈川県逗子市（実家です）の海岸で久しぶりに高校時代の○○ちゃんと 

デートをしている。海岸を歩いていると向こうからニュージーランドから 

観光旅行で来ているという老夫婦と出会う。 

たどたどしい日本語でその老夫婦から道を聞かれるが、 

私は英語を話せますよと伝えると、英語で老夫婦と会話がスタートする。 

その姿を○○ちゃんが見ながら、「総君、凄いね」と尊敬の眼差しで私を見ている。 

＜理由＞ 

英語を話している自分を尊敬して欲しいから 

 

★英会話を使ってアメリカ人と友達になってバカ騒ぎしている自分★ 

＜架空ストーリー＞ 

留学中に知り合ったマーク（アメリカ人 顔はニュースなどで出てくるような白人）と 

たまたま日本人の紹介から友達になる。 

マークから今日、友達同士で飲み会があると誘われ顔を出すと、マークの友達は 

皆アメリカ人。その中で唯一日本人であるわたしは英語でギャクを使いながら自虐ネ

タを披露して爆笑される。すっかり気分がよくなった私はマークの友達とそれぞれアド

レスの交換をして次回の会う約束をする。 

＜理由＞ 

外国人の友達が欲しいのと、英語でバカ騒ぎしてみたいから 
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★英会話を使って家族を海外旅行で先導している自分★ 

＜架空ストーリー＞ 

以前から母親が行きたいと話していたカナダのナイアガラの滝へ両親を連れて行く。

ナイアガラの滝を目の前にボートに乗りながら船頭さんが英語で説明している事を 

訳しながら両親へ説明する。道中では飛行機の機内で様々な英語の場面で私が 

答え、ホテルでのチェックイン、食事のレストランなど全てわたしが英語で手配し、 

誘導して海外旅行を無事終える。 

＜理由＞ 

両親に英語を使って成長した姿を見せたいのと親孝行がしたいから 

 

このように架空の簡単なストーリーと理由を描いてください。 

また理由を書くときですが、冒頭の英語回路トレーニング前提条件でも 

触れましたが、もし理由の中に相手軸（他人や家族）も加えて書けるので 

あればそのようにしてください。 

 

例えば私の 後に記載しているストーリーでは「親孝行がしたいから」 

という相手軸を含む理由があります。 

 

自分だけ満足できる理由でももちろん大歓迎ですが、 

目標の達成が厳しいと感じたときに、自分軸だけですとどうしても諦めて 

しまう傾向があります。 

 

そこで相手軸があると、あの人の為に頑張ろう！という気持ちで達成 

出来ることも多くあります。 

 

出来ればですが、理由は相手軸の事も考えながら記載してください。 

 

そして架空ストーリーは長・短ではありませんが、あなたができる限りの 

情報を集めて、その場面をできる限り鮮明に想像して書いてください。 

ただし注意していただきたいことがあります。 

 

質問１、２共に回答する際には 

否定的・否認的な言い回しを使わないで下さい。 

どういう事かと言いますと・・・・・ 
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質問１の回答：英会話でいろんな人をだましたい（否認的） 

質問２の回答：英会話を使ってあいつを見返している自分（否定的） 

 

否認的なことは例えば犯罪に手を染めるなどの目的が入っておりこれは 

言語道断です。 

 

そんな目的で英語をマスターしようとしている人はいないと思いますが・・・・・ 

 

たまにいるのが否定的な要素をイメージ化する人です。 

 

否定的なイメージ化は一瞬のエネルギーは強いのですが、いわゆる 

「テンション」の部類です。テンションは一時的にエネルギーは高いですが、 

持続しません。否定的なイメージ化は継続的には長続きせず成功しません。 

 

英語にはテンションではなく、持続性の高いモチベーションの方が大切です。 

 

そしてこれらのストーリーを作成したら、それを現在形の箇条書きに書き換えます。 

例えば 後のストーリーであれば・・・ 

 

★英会話を使って家族を海外旅行で先導している自分★ 

＜架空ストーリー＞ 

以前から母親が行きたいと話していたカナダのナイアガラの滝へ 

両親を連れて行く。ナイアガラの滝を目の前にボートに乗りながら 

船頭さんが英語で説明している事を訳しながら両親へ説明する。 

道中では飛行機の機内で様々な英語の場面でわたしが答え、 

ホテルでのチェックイン、食事のレストランなど全てわたしが英語で手配し、 

誘導して海外旅行を無事終える。 

＜理由＞ 

両親に英語を使って成長した姿を見せたいのと親孝行がしたいから 

＜箇条書き＞ 

私は両親をカナダのナイアガラの滝へ連れて行き、 

現地などで英語を使い、両親をフォローしている。 

なぜなら両親に成長した姿を見せ親孝行をしたいから。 
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というようになるべく短く箇条書きにして、この箇条書きを読めば 

ストーリーも理由も直ぐに思い出せるレベルにして下さい。 

 

そしてこの箇条書きを毎日見るノートあるいは手帳に記載します。 

これがあなたのアファメーションの言葉となります。 

 

更に欲を言えばですが、この箇条書きの 後に日付を入れられるなら入れて下さい。 

 

＜箇条書き＞ 

私は両親をカナダのナイアガラの滝へ連れて行き、 

現地などで英語を使い、両親をフォローしている。 

なぜなら両親に成長した姿を見せ親孝行をしたいから。 

20○○年○○月○日 

 

などです。こうすることで更に達成確率が高まります。 

 

多くの人たちはこれまでに何度も英語に限らず、目標を書いてみたけど、 

途中で忘れてしまったり、挫折したりしてその目標を達成できずに終わった 

という人もいます。  

 

理由はいろいろありますが、まず目標設定のプロセスだけに 

ついていえば、おそらく目標設定の段階で、とても大切なことを忘れてしまって 

います。それは Why という理由を明確にしていないことです。 

 

これまでの目標設定には、この Why が欠けていました。つまり、What と When、How 

だけにフォーカスしていました。Why というのは、感情が作り出すものなので、 

例えば目標を達成する成功者が目標設定をするときに、感情の部分である理由は、 

当たり前のように人にあえて語ることがありませんでした。 

 

ストーリーを書くのは感情を使っている事がポイントです。そして実現した 

状態をしっかりとイメージしてみて下さい。 こうして何度も目標を読み返すのは、 

その目標を忘れないためでもあり、心から「そうなりたい！」という願望を 

持つためです。このように心から（感情的に）本当に望むことに対しては、 

人は動機付けられ、行動します。 
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だから、感情の部分から望む目標を立てることが、目標を実現させるために 

重要なポイントなのです。 

 

そして繰り返しますが、この箇条書きしたものを習慣の項目で出てきた 

アファメーションとして毎日読みあげて下さい。 

 

毎日です。 

 

もし違う目標が出てきた場合は都度上記のプロセス（ストーリーを 

作成し箇条書きにする）を経て追加して下さい。もちろん変更は自由です。 

 

一度決めた目標は変更してはいけないという意識を持っている人もいますが、 

環境や能力によって目標は変わるものです。 

 

臨機応変に対応して下さい。 

 

更に英語目標の為に作った架空ストーリーがどうしてもカラーになるぐらい 

映像化できない場合は架空ストーリーをしっかり読んだ後に以下の 

手順を実践してみて下さい。 

 

少しはイメージ化する助けにはなるはずです。 

 

 

手順①：先ほど自分の弱みや失敗を知る項目で出てきた EFP で 2 本または 3 本指 

で頭のてっぺんや、目の上、目の横などをたたく動作だけ行う 

（この時特に何も言う必要はありません）。 

手順②：両手をリラックスして軽く握りこぶしを作ります。 

手順③：その握りこぶしを膝の上に置いて下さい。 

手順④：そして目を閉じます。 

手順⑤：目を閉じたら、まず今まで見た光景の中で一番綺麗 

だったものを頭の中に想像してみて下さい。 

手順⑥：次にその光景が出てきたら、そこに１つの扉がある事を想像します。 

手順⑦：その扉を開くと作成した架空ストーリーが展開されています。 
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２：音読・チャンク(英単語)アクティブ化  
 

先に決めた英語を使ってなりたい自分や目標を実現する為には、 

英語回路トレーニングを行って、英語を操れるようになる事が必要です。 

 

ここではその英語回路トレーニングでは絶対に欠かす事の出来ない 

トレーニングの１つである音読トレーニング・チャンキングあるいは英単語の 

アクティブ化の回数や個数目標についてお伝えします。 

 

これからフェーズ２も含めてフェーズ３まで英語回路を構築する為に様々な 

トレーニングを積んで行きます。 

 

その過程で英語回路を作る為に絶対に避けて通れない項目は以下の３つです。 

 

１：英単語（チャンク）アクティブ化  

２：英文イメージ化&チャンキング化  

３：発音筋肉化  

 

順番は便宜上付けていますが、どれが一番重要と言う事ではなく、全て等しく 

大切です。この英語回路ベースがあって、スピーキング・リスニング・ライティング・ 

リーディングがあるわけです。 

 

この３つの力は必ず英語を操る上で必要な読める力という能力を養います。 

我々は読めなければ聞けませんし、書けませんし、話せません。 

 

例えば幼少の頃に英語圏で暮らしていた帰国子女のような方、あるいは 

ネイティブなどは読めなくても、書くことは厳しいかも知れませんが、 

聞けたり話せたりするケースがあります。 

 

それは音として英語を幼少時に捉えて、発展させることが出来たからです。 
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しかし我々のような非英語圏で生まれ育ち、しかもそれが英語と も遠い 

言語と言われる日本語圏ですから、音として英語を幼少時に捉える事は 

不可能なわけです。 

 

例えばリーディングとリスニングは全く別物だと考えている人がたまに 

いるのですが、これは密接に繋がっています。 

 

“英文を読めば直ぐに分かるのに、聞いて分からない”ケースってありますよね。 

読めば、何だこんな簡単な英単語を言っていたのかなどなど。 

 

このケースなら後は英文とスクリプトを繋げて、音の確認をして音に慣れれば、 

リスニング力は飛躍的に高まります。プラス、その音を自らプロデュース 

できると更に高まります。 

 

しかし・・・ 

 

“英文を聞けば直ぐに分かるのに、読んで分からない”ケースってあり得ませんよね。 

要するに読めないものは聞いても分からないという事なのです。 

 

しかも読んでも直ぐに、瞬時に判断出来るレベルでなければ、聞いても 

分からないという事です。 

 

だからリーディングの力が高いと聞ける力も高くなるのは当たり前の事 

なのです（音と繋げるトレーニングをしている必要はあります）。 

その 低限読めるという力には先ほどの 3 つの要素が絶対に必要なのです。 

 

それでは順を追って説明して行きましょう。 
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１：英単語（チャンク）アクティブ化  

 

英語の 小単位が英単語１語であればチャンクとは１つの単語の塊を言います。 

 

＊チャンクとは・・・人間が一度に情報処理できる情報の単位。7＋－2 という単位で 

5 つから 9 つの範囲。 近ではさらに少ない 4＋－1 という単位(3 つ～5 つ）という 

  説も言われていますが、我々は従来の 7＋－2 を採用しています。よって 

英文でも 大で冠詞等も含めて 9 語以内に収まるものをマックスのチャンクと 

位置付けています（文脈によっては 9 語を超える事も稀にあります）。 

 

そしてあなたには英語をいつでもチャンクとして捉えてもらいたいのです。 

ちなみにチャンクとして捉える事を我々はチャンキングと呼んでいます。 

 

そして英単語あるいはチャンクをあなたの中でアクティブ化していかなくては 

いけません。アクティブ化とは能動的に使える状態という事です。 

 

能動的に使えると言う事はスピーキング・ライティングというアウトプット 

の際に使えるというレベルです。 

 

このレベルであれば、受動的な状況（リスニングやリーディング）でも十分使える 

状態にあるという事です。 

 

英単語あるいは重要なチャンクはアクティブ化していないと使えるものとは 

言えません。 

 

アクティブ化とはどのような状況かと言いますと、英単語やチャンクを見て、聞いて、 

頭の中で英語⇒英語、あるいは英語⇒イメージ⇒英語という 

ダイレクトな受け渡しが行われている事を言います。 

 

逆にパッシブ化（受動的）している状況というのは英語⇒日本語⇒英語という 

受け渡しが行われている事を言います。 
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もちろんパッシブ化していても全くダメだという事はありません。 

例えばリーディングをしている時に時間をかけてゆっくり日本語訳にして 

読む余裕があるという条件ならそれでもＯＫです。 

 

あるいは超難解な文書を読む時など、日本語訳が無いと厳しいケースも実際には 

ありますからその場合などにはパッシブ化している英単語でも使えるでしょう。 

 

しかし一部の超難解な英単語あるいはチャンクを除いては、通常の 

英語コミュニケーション（スピーキング・リスニング・ライティング・リーディング）では英

単語・チャンクは全てアクティブ化している事が必要です。 

 

そうでなければスピードが遅れてコミュニケーション（例えリーディングでも）が 

スムーズに行きません。そして英単語・チャンクをアクティブ化する方法は３つです。 

 

★英単語・チャンクをアクティブ化する３つの方法★  

１：英単語・チャンクをそのまま英語で捉える(英英辞書など使用） 

 

２：英単語・チャンクを映像として捉える(イメージ） 

 

３：英単語・チャンクの日本語訳を使い英単語であれば１秒以内に英語へ変換する

(日本語⇒英語）あるいは英語から日本語訳。出来れば日本語訳⇒英語で 1 秒以

内が望ましい。そしてチャンクはその長さによって変わるが、これも 大で 9 語なの

で長さによって 1 秒から 5 秒以内ぐらいには変換して欲しい。瞬間的に変換できる

事が 大のポイント（稀に長い重要なチャンクをアクティブ化する場合はあるが、そ

の場合はチャンクごとに区切ってアクティブ化していく）。 

 

アクティブ化する際のポイントは以下です。 

 

■英単語・チャンクを何度も繰り返し声に出して発声します。 

 

■１つの英単語やチャンクを何度も発声しながら日本語訳を見て映像化 

できるなら映像化します。ここで今まで伝えていたイメージ力が大切になってきます。

しかし抽象的すぎる単語やチャンクで映像化できない場合はそのまま日本語訳の

言葉を英単語の発声を何度も繰り返す事によって意味を繋げます。 
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■発声は英単語のみで日本語訳は声に出して発声しません。 

 

基本的に GLJ 英語回路トレーニングでは英単語・チャンクの 

アクティブ化する３つの方法の中では 3 番目の日本語訳⇒英語への瞬間変換 

を採用しますが、1 番目の英英辞書等を使い、英語⇒英語や 2 番の 

英語⇒イメージ⇒英語という方法でもアクティブ化するにはもちろん構いません。 

 

我々が３番目の方法を採用しているのは、比較的レベルの低い実践者の 

方々で実験を行った結果、3 番目の日本語訳⇒英語への瞬間変換が 

一番英単語・チャンクアクティブ化の量が多かったという事だからです。 

 

日本語訳⇒英語という瞬間変換で日本語訳から抜けなくなると心配される 

方々はいますが、全く心配は無用です。 

 

日本語訳はあくまでもトリガー（きっかけ）として使用するだけで、 

終的に瞬間で答えて行くという訓練をこなしていくと、頭の中に日本語訳は 

浮かばなくなります。 
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２：英文イメージ化&チャンキング化  

英文のイメージ化とは英文を見てなるべくイメージで分析できる 

力の事を言います。日本語訳や丸暗記に頼らずに、なるべく発想を 

広げてイメージして英文を捉えて行く力です。 

 

その為にはイメージ英文法と学校英文法の知識が必要になります。 

 

学校英文法は皆さんもご存知の中学・高校で学んだ文法知識です。 

イメージ英文法とはよりネイティブが考えるようにイメージで捉えて 

行くための英文法です。 

 

英文をイメージ化するのだからイメージ英文法だけで良いと思うかも 

しれませんが、学校英文法の知識整理をベースにするとイメージ英文法の 

理解度が格段に上がります。 

 

逆に学校英文法の知識整理が出来ていないと、イメージ英文法 

がその場では分かっても腑に落ちる所まで行かないケースが 

過去の指導の中で分かりました。 

 

ですからイメージ英文法と学校英文法を融合させて行きます。 

これが非常に効果的です。 

 

ただし、いずれはイメージ英文法（フェーズ３より）を主流に 

使いこなせるようになってもらいます。 

 

また全てのケースに置いてイメージ英文法が使えると言えば 

そうでもありません。 

 

中には英単語・チャンクアクティブ化と同様に日本語訳や 

学校英文法を使い分析する方が楽で簡単なケースもあります。 

それは都度お伝えしますが、それでも英文イメージ化はとても大切です。 
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膨大な意味のある英単語や文法の解釈をイメージで捉えて行く事は 

応用力が効いてきます。 

 

例えば、現在完了形というものは過去から現在を繋ぐ言い回しですが、 

have＋p.p(過去分詞)という形で使われます。 

 

これも have（持っている）というイメージを捉えて、発想を豊かにすれば 

過去分詞が「～された」という受け身あるいは「～した」という完了の 

意味合いで使われるイメージを常に持っていれば、「～した」という過去に完了 

した事を現在 have(持っている)しているという事から過去から現在に 

繋がっているという実感が持てます。 

 

ただの丸暗記とは実感がまるで変わってきます。 

 

そして英文をイメージ化して捉えられると、直読直解もしやすくなります。 

 

学校英文法だとどうしても日本語訳での分析が主流になっているので 

返り読みが起きて遅くなります。 

 

学校英語を否定するわけではありませんが、やはりプラスに 

働かないものは日本語の“意訳”です。 

 

これがどうしても英語感覚を狂わせていました。 

意訳は本来、とても高度な技術です。こんな高度な技術を中学生から 

行っているのですからルールが真逆の言語を無理矢理意訳によって 

理解しようとする事自体がおかしな話なのです。 

 

意訳をしている限り、英語を英語で捉える事も出来ませんし、 

確実に英語力を落として行くものと理解して下さい。 

 

あくまでも極論ですが、前からどんどん直訳する技術を身につけ、 

それにチャンクで区切った（場合によっては 2、3 語）箇所の音読（オーラリング） 

を情報を貼付けるようにして行く感覚で行うとそれだけで文法ルールなど 

が分からなくても英語が簡単に話せるようになります。 
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ただここでは英語が話せても、やはり「リスニングやリーディング」という 

こちらがコントロールできない実践英語のシーンでは文法ルールや 

英単語の知識はある程度必要になってきます。 

 

もちろん GLJ 英語回路トレーニングでは意訳をさせることは一切ありません。 

 

そして学校英文法も知識整理する分類としてのみ使用していきます。 

 

先ほど英単語・チャンクのアクティブ化でお伝えした３つの方法で 

1 番目と 2 番目の方法は名付ければ、 

ダイレクト（英語⇒英語 or 英語⇒イメージ⇒英語）メソッドです。 

 

3 番目の方法は名付ければ、インダイレクト（日本語⇒英語）メソッドです。 

これは英単語・チャンクレベルですが、英文でも原理原則は同様です。 

 

１番目と２番目のいわゆるダイレクトメソッドにあたるものが、英文法 

で言えばイメージ英文法です。英文をイメージで捉えて行くあるいは 

なるべく細かい文法ルールに縛られない捉え方になります。 

 

３番目のインダイレクトメソッドは英文法で言えば、学校英文法を介して 

理解していく方法です。 

 

重要なので繰り返しますが、英文を学校英文法で知識整理することは 

とても効果があった事は過去の指導で明らかになりました。 

 

私は以前学校英文法を否定していた人間ですが、実際に指導する 

立場となって、学校英文法で知識整理してからイメージ化を行うととても 

スムーズに行くケースがありました。 

 

学校英文法での知識整理は主にフェーズ１～フェーズ２に 

かけて行います。その後フェーズ３でイメージ化を行って行きます。 

 

イメージ化を行う時に、日本語の学校英文法の知識整理があると、 

いわゆる「アハッ」体験が起こりやすく、記憶や理解にとても大きな効力を 

発揮します。 
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また前述したように学校英文法いわゆるインダイレクトメソッド 

のまま捉える方が日本人にとっては楽なケースもあります。 

 

いずれは学校英文法のような細かい分析をしていては、イメージしにくくなり、 

更に英文に対する反応速度も遅くなるので卒業していく必要はありますが、 

その前段階では知識整理としてはとても役立つものではあります。 

 

英文法はどちらが良い悪いではなく、インダイレクトとダイレクトのミックス 

がベストなのです。 

 

またチャンクキングで英文を適当な長さのチャンクに区切る際に 

英文法のダイレクトあるいはインダイレクトメソッドが有効となります。 

 

チャンクとは先ほどもお伝えしましたが、7＋－2 という人間が一度に 

情報処理できる単位です（ただしスピーキング力を上げる音読、 

あるいは実際のスピーキングでは基本的に 2、3 語で区切っても 

全く問題ない）。 

 

逆に言いますと、これをこえる単位は情報処理ができないという事に 

なります（もちろん記憶の達人などの例外はいますが）。 

 

電話番号は大体１０ケタあるいは携帯番号だと１１ケタの数字ですよね。 

これはチャンクという概念からしますと、一度に情報処理できる 

単位をこえています。 

 

なので表記する時は 03-3452-・・のように途中でハイフンなどを入れ、 

相手に伝える時は区切って３つか４つの数字に分けて情報処理を 

しやすくしていますね。 

 

英語もこれと非常に似ています。 

 

そしてこのチャンクで英語を捉えていくといういわゆるチャンキングの 

意識は初心者になればなるほど持っていないという事が 

指導する中で分かりました。 
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スピーキング・ライティング・リスニング・リーディング 

という４つの技能の中で欠かせないのがチャンキングです。 

 

例えば英会話ではそれが顕著に表れますが、 

初からセンテンスを全て決めて話しているわけではなく、 

情報追加という形で行われているケースがほとんどです。 

 

この情報追加にあたる部分がチャンクでもあるわけです。 

以下の例文ですと、 

 

I know your students are very important to you, but you shouldn't be so close to  

them because people may get the wrong idea about you. 

 

この文章は合計で 26 文字の英単語（shouldn't を１語とみなしています）から 

成り立っている文章です。 

 

特段難しい単語は無いと思います。また構造上もそれ程難しい 

構造が使われているわけではありません。 

 

これを見た時、聞いた時、話す時、書く時を想像してみて下さい。 

どのようなアプローチをしていくでしょうか？ 

 

人によって多少の違いはありますが、以下のようにチャンク分けされるはずです。 

 

I know（２文字） 

分かってるよ。 

 

your students are very important to you,（７文字） 

生徒達が大切なのは、君にとって。 

 

but you shouldn't be so close to them（８文字） 

でも状態になるべきじゃないよ。そんなに彼らと近い関係に。 

 

because people may get the wrong idea about you.（９文字） 

だって人は get するかもよ。誤解を、君に関して。 
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このような分け方になりそれらは全てチャンク単位（7＋－2）に収まります。 

 

場合によっては 初の I know から２つ目の to you.までをまとめてチャンク 

とするケースももちろんあります（これでも合計９文字なので）。 

 

またスピーキングをする上では上記よりも更に細かく 2、3 語で区切って 

相手に伝える事だって全く問題ありません。 

 

そして日本語訳が変なのはあえてチャンクを意識して書いています 

（あえて日本語訳をするなら意訳ではなくこのような直訳的な訳し方をする 

頭になる必要があります）。 

 

ほとんどの英文はこのチャンク単位で区切る事が可能です。 

 

そしてこの文章が例えば背景に男性が恋人（女性教師）に対して 

普段から恋人が生徒と仲良くしている事に嫉妬していて 

言い放ったとします。 

 

この男性は I know.だけで完結しても良いのです。 

しかしそれで完結したら、相手の女性は当然、I know what?となりますし、 

何か自分だけ分かっているような男で嫌な奴ですよね。 

 

そこで but～them までの文に続きます。 

更にその理由を because～you までと述べています。 

意識するしないに関わらず、全て I know で終わっても良い文章に追加、 

追加されているだけです。 

 

そして話す時は特にこのチャンクごとに滑らかさを意識する必要があります。 

I know から because 以下までを一気に滑らかに話せるよりも、 

チャンクごとに滑らかさを意識してチャンクとチャンクの間は 

一呼吸おいても構いません。 

 

ネイティブはこのチャンクとチャンクの間が短いのでまるで I know から 

because 以下まで一気に話しているような気になりますが、その場合は表現などが 

安易なケースであり微妙な呼吸の間が必ずあります（教材用に作られたＣＤなど 

は台本を読みあげているので別です）。 
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更にこの間に会話中良く使われる言葉が、you know, well, I mean などですね。 

 

これらの言葉を多用するのは良くないという指摘をしている先生も 

いらっしゃいますが、実際にネイティブは you know や well の応酬です。 

 

私は次に追加するチャンクを出す為に、あるいは一呼吸おくためにも 

使って良いと思います。 

 

ただ特に well などは中々慣れないと使いづらいので普段から練習して 

チャンクの間に well と口ずさむ訓練が必要です。もちろん意味を捉える時も 

チャンクごとに捉えていく必要があります。というよりもその方が楽です。 

 

初めから全ての言葉を理解しようとせずに、チャンクごとに意味を 

捉えていく事がポイントです。 

 

これは仮に関係代名詞などと呼ばれるような、チャンクとチャンク 

を結ぶ要素には欠かせないものが出てきても同様です。 

例えば、 

 

I know the guy who likes you. 

 

この who がいわゆる関係代名詞と呼ばれるものです。 

 

その関係代名詞という言葉はどうでも良いのですが、この文章も 

合計７文字ですからチャンク単位に入るので本来は一度に情報処理できる 

文章なはずです。 

 

ただし慣れる為にあえて、 

「I know the guy」と「who likes you」 

というチャンクに分けて意味を捉えてみて下さい。 

 

日本語訳でこの文章のチャンクのイメージを伝えると、「知っている、そいつ」 

ここで間があり、「君を好きな」というイメージです。 

先ほどもお伝えしたように、読む時はあえて、I know the guy で 

少し間をおいて、その情報に追加するイメージを持ちながら、who likes you.と 

言って下さい。その間に well とつぶやいてもいいですね。 
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I know the guy, well, who likes you. 

 

このチャンクとチャンクの間であく少しの間ですが、この時、 

文章を追加していく意識を持って話す練習をするだけでも 

本当に変わってきます。 

 

例えば I know the guy.で終わっても良いのです。でもそこに 

who likes you.という情報を追加するイメージで間を使うという事です。 

 

こうすると例え練習でも発話実感（実際に話している感覚）が 

得られやすくなります。 

 

そして慣れてきたら、I know the guy who likes you.と一気に 

話してみて下さい。 

 

ただ当然ですが、このケースはチャンク単位に収まるから 

一気に話して下さいと言っています。 

 

チャンク単位（９文字を超える）をこえる場合はチャンクの 

基本を守って下さい。 

 

そして英文を文字情報として使う時はライティングとリーディングです。 

英文を音情報として使う時はスピーキングとリスニングです。 

 

前者は左から右に流れる事が大原則です。 

後者は前から後ろに流れる事が大原則です。 

 

この大原則を体得していくには追加、追加のチャンク意識（情報追加） 

がとても大切になります。間違っても文章全体を綺麗に意訳するような 

意識は持たないように注意して下さい。 

 

初心者になる程、チャンキングの理解や把握をしていない傾向があるので、 

少しチャンキングの説明が長くなりましたが、いずれにしても 

英文をチャンキングしていく、その為に英文をイメージ化で分析出来る力 

が必要という事です。 
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３：発音筋肉化  

 

発音筋肉化とは読んで字の如くですが、発音する口の周りや舌 

を適切な筋肉に鍛え上げるという事です。 

 

これをする事により前述しましたが、インプットの知識レベルが会話の時 

にアウトプットとして口を通して発せられます。 

 

そして日本語と英語は文法も文字の形も何もかも真逆と言っても 

過言ではありません。発音も同様です。日本語を話すように英語を 

話していては当然通じる事はありません。 

 

英語が口を通して発せられる際にスムーズな動きが出来なければいくら 

知識があっても上手くいかないのです。不思議な事に知識レベルで知っている事 

で口の動きに連動していない英単語やチャンクはどんなにアクティブ化して 

いても言えない傾向があります。 

 

また当然相手に理解される為にとても重要です。もちろんネイティブ並みの 

発音を身に付けると言う事ではありません。 

 

私自身もネイティブ並みではありませんしそれ程発音が上手いとも思っていません。 

しかしネイティブ並みではなくても、ある程度のレベルというものはあります。 

 

更にリスニングでも多大な効果を発揮します。発音が上手になるとプロデュース 

できる音が増えるので、自然と聞き取りやすくなるのです。 

自分が発する事が出来る音は聞き取りやすくなります。ただし誤解しないで 

ほしい事は良く発音マニアの方々の中には自分がプロデュース出来ない音は 

聞き取れないという事を言うケースはありますが、それは違います。 

 

プロデュースできなくても、スクリプトで確認して何度も聞き続ければ 

自然と音を認識できます。そして発音が上手くなれば、発音記号を見ただけで 

正確に音を出せるようになるので、音読しながら練習が出来ます。 

これは記憶にはとても有効な手段なのです。普通にテープの入った音と自分が 

出した音では自分が出した音の方が記憶が高まります。 
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GLJ 英語回路トレーニングが採用する音読の種類  

 

今までお伝えしてきた、英単語・チャンクアクティブ化、英文イメージ＆チャンキング化、

発音筋肉化という中で必ず必要なトレーニングは音読です。 

 

声に出して読むという行動です。これなしに、英語回路トレーニングは 

語れません。それぐらい大切です。 

 

その音読ですが、単純に英文や英単語を読むだけが音読ではありません。 

ご存じの方も多いとは思いますが、音読には実に様々な方法があります。 

 

我々は実践者を通じてどの組み合わせが一番効果的か？（理解度とスピードを 

上げる）という事に集中して数ある音読の中でも組み合わせなどを考え 

検証を重ねてきました。 

 

その中で採用しているのが以下の音読手法です。 

 

１：パラレリング（Paralleling）⇒ＣＤ音声と同時に読む方法  

  

２：オーラリング（Oraling）⇒音声なしの自分だけの声で読む方法  

  

３：シャドーイング（Shadowing）⇒音声から 1、2 秒ずれて音読していく方法  

  

４：リピーティング（Repeating）⇒音声を聞いてチャンク（いくつかの英単語の塊）ごとに

区切り、そこで一旦音声を止めて、リピートしていく方法  

 

 

上記４つの音読方法を英語回路トレーニングでは採用していきます。 

この時、１番目のパラレリング・３番目のシャドーイング・４番目のリピーティング 

に関しましては、ご用意いただきましたイヤホンを片耳に付けて、もう一方の 

耳はご自身の声が聞こえる状態で取り組むようにして下さい。 
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特にパラレリングやシャドーイングは両耳がふさがっている状態ですと、 

実際のＣＤ音声に邪魔されて自分の声が聞こえないからです。 

 

これでは上手く出来ているのかどうかの判断が付きにくいです。 

 

中には両耳はふさがれたままでも構わないので、それをしながら 

実際にＩＣレコーダーなどで自分の声を録音して後で聞き返すのが 

良いとされますが、これは面倒な作業が入り煩雑になります。 

 

片耳は実際のＣＤ音声、もう片方の耳はご自身の音読の声という 

状態でも十分成果はあります。 

 

基本的に音声付き教材の場合は１～４の音読方法を上手く 

組み合わせて行います。また文法書や英単語・チャンクアクティブ化の 

時には基本的にオーラリングのみで行います。 

 

慣れない内はパラレリングもシャドーイングもリピーティング 

も上手くは行きません。 

 

しかし必ず慣れて上手くなる日が訪れるので信じてトライして下さい。 

 

音読は発話実感が込められていなければ何の意味もありません。 

しかし慣れない内は発音も気にしながら意味も捉えていくという、 

音と意味の同時理解はかなり難しいです。 

 

オーラリングでは 初の内は 2、3 語で区切ってゆっくりでも良いので 

発音も丁寧に行いながら意味を理解しながら音読を心がけて下さい。 

 

この後、更に細かい方法や音読回数の目標はこの後出てくる 

それぞれのテキスト実践方法にてお伝えしています。 
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３：英語学習時間  
 

少しイングリッシュターゲットライフの中でお伝えしましたが、 

英語学習時間は個人差もありますが、必ず日々の生活で捻出し 

なければなりません。 

 

もちろん同じ１時間でも人によっては２時間分の密度になれば３０分程度 

の密度にしかならない人もいます。 

 

これは実際にトレーニングをスタートさせて時間と比例した理解度の 

進捗を把握しなければ分かりません。 

 

それまではまず、自分でできる範囲の英語学習時間を目標設定にして 

理解度の進捗を確かめながら必要なら１日の実践する時間を増やす、 

あるいは１日の実践時間がそれ程増やせないのであれば、期間を増やして 

いくしか方法はありません。 

 

巷では 1000 時間必要だ、あるいは 1500 時間必要だ、もっと言う人は 

5000 時間必要だ！という事が叫ばれたりします。 

実際はどうなのでしょうか？ 

 

確かにある程度の時間をこなすことは必要です。 

しかしこれは人の資質にとても大きく依存するので、私は一概には 

言えないと思っています。 

 

実際にこの実践時間はクライアントの中でも本当にバラつきが大きく、 

決めつけることが出来ない課題です。 

 

英語回路トレーニングを終えたら、実践の場に入っていきます。 

実践の場とは人によっては留学ですとか英会話スクールあるいは 

HP で英語サイトを見るのも実践です。 
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その活動は是非生涯続けて欲しいのですが（英会話スクールを生涯続けて 

欲しいという意味ではなく、実践の英語に触れる場を自ら作り出す 

活動です）、その活動や英語回路トレーニングを含めて 1000 時間～1500 時間 

かけると相当な力は確かに付きます。 

 

実際にクライアントの中でも例えば 400 時間未満（これは１年間で計算すると 

１日約 1 時間の計算になります）で英語回路トレーニングを終える方々もいます。 

 

1000 時間とか 1500 時間とか 5000 時間という巷の声は少し置いておき、 

現実的な目標としてまずは 500 時間当たりを目指されることをオススメします。 

 

もちろんそれにどれ程の期間をかけるのかは個人の環境や資質により 

大幅に変わります。 

 

そして何でもそうですが、大変なのは 初の石を動かすことです。 

 

初の石が動けば慣性の法則が働くのでそれほど大変ではありませんが、 

石を動かし軌道に乗せるまでが大変です。 

 

ですから 500 時間あるいはもっと小さく 100 時間という目標を立てても構いません。 

 

繰り返しますが、巷で言われている時間理論は一理ありますが、 

英語回路トレーニングから実践の場へ移っていくというトータルな 

意味で捉えていれば良いと考えています。 

 

人によっても密度や理解進捗が変わりますのであくまでも目安の 

１つとして捉えて下さい。 

 

この個人差だけはどうしようもありません。 

これ以下ならダメだとかこれ以上なら大丈夫だという単純な 

物差しでは測れないという事はご理解下さい。 

 

この英語学習時間の経過は対面・オンライン・メール個別指導で 

セッションがある方は報告してもらいますのでお願いいたします。 
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★英語学習時間を捻出する為に行って欲しい事★ 

 

以下の要領で英語学習時間を捻出して下さい。既に一定の英語学習時間 

を確保している方は更に増やせないか？という視点で取り組んで下さい。 

 

１：過去１週間～２週間単位で現在の生活習慣を起床から就寝まで 

なるべく３０分単位で書き出す。 

２：テレビの時間など英語学習と切り替えられる時間を平日と土日共に探す。 

３：通勤など一定の隙間時間を探す。 

 

そして英語学習時間を平日・土日と捻出できる目途が付いたら 

 

３：平日の目標学習時間を書き出す。 

４：土曜日の目標学習時間を書き出す。 

５：日曜日の目標学習時間を書き出す。 

６：月間の目標学習時間を書き出す。（平日＋土曜日＋日曜日の目標学習時間） 

７：年間の目標学習時間を書き出す。（月間の目標学習時間×１２） 

 

ここで１番目から３番目の分析を行う際に以下のマトリックスを参考にして下さい。 

緊急 緊急でない

重
要

第⼀一領領域
●締切のある仕事
●クレーム処理
●病気や事故

第⼆二領領域
●資格勉強や読書

●英語回路トレーニング
●筋トレ

重
要
で
な
い

第三領領域
●無駄な会議
●無駄な電話

●意味のない飲み会

第四領領域
●ダラダラテレビ

●ダラダラネットサーフィン
●意味のない行動

 

 

これは７つの習慣という書籍に出ていて有名ですが、 

緊急性と重要度をマトリックスにして時間管理に使う時間分析ツールです。 
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英語学習は人の事情に当然よりますが、基本的には右上の緊急ではないが 

重要であるという項目に属します。この領域を第二領域と呼びますが、 

 

ここに時間をたくさん投資できる人がとても豊かな人生を歩みます。 

 

自分の過去１週間から２週間の行動は上のマトリックスのどこに位置していたか？ 

など当てはめながら、英語学習時間にスイッチできるものを見つけて下さい。 

 

そして７番目まで書き出したら、日々の管理は以下の５項目を手帳あるいは 

ノートに記載して下さい。書き出す目的は色々ありますが、１つには驚くほど 

モチベーション維持に繋がります。 

 

書き出す事を習慣化するのが大変なのは慣れない 初の 10 日間ぐらいです。 

 

慣れれば、書かないと気持ち悪くなり目に見えて投資した時間を 

見ているとやる気が出てきます。 

 

項目名（本日の目標時間や本日の実践時間など）は書く必要はないので 

（なるべくシンプルにする為）時間だけを記載して下さい。 

慣れれば項目が無くても直ぐに分かるようになります。 

 

EX: 

平日 1 時間、土日は各 2 時間 月間 38 時間（平日２２日、土日８日間）  

トータル目標時間 190 時間（５カ月） 

 

ＥＸ：4 月 1 日スタート 5 月 15 日夜 今日を振り返ってみて 

本日の 

目標時間 

本日の 

実践時間 

前日まで 

累積時間 

トータル 

累積時間 

残りの 

目標時間 

2h 1h 57h 58h 132h 
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本日の目標時間  

⇒例えば前日の夜あるいは当日の朝に本日のスケジュールを確認して 

 英語回路トレーニングを実践できる目標時間を決めます。 

上記の場合は前日(5/14)または当日(5/15)の朝に本日(5/15)は 2 時間 

実践しようと目標を立てたという意味です。 

 

本日の実践時間  

⇒当日の夜または一区切りついた時に本日実際に実践した時間を記載します。 

上記の場合は本日(5/15) 1 時間実践したという意味です。 

 

前日まで累積時間  

⇒これはスタートしてから前日までどれぐらい累積で実践しているのか？ 

 という累積時間です。上記の例で言えば、4/1 からスタートして前日の 5/14 

 までの累積時間が 57 時間という事です。 

 

トータル累積時間  

⇒これは本日の実践時間＋前日までの累積時間です。上記の場合は 

本日（5/15） 1 時間実践し、前日(4/1～5/14)までに 57 時間累積で実践しており、 

合計すると 58 時間実践しているという意味です。 

 

残りの目標時間  

⇒ここでは個人で立てた英語回路トレーニングを実践する 

短期的な目標時間でも良いですし、実践の英会話の場へ出てからも含めた 

中期あるいは長期的なトータルの目標時間でも構いませんが、 

それらの目標時間からトータル累積時間を引いて残ったものです。 

上記では仮に 190 時間を目標にしていた場合に、既に 58 時間経過して 

いるので残り 132 時間(190 時間-58 時間)という意味です。 
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１日の終わりに上記の項目を記載するようにしてみて下さい。 

慣れれば直ぐに終わります。 

 

注意が必要なのは英語回路トレーニングを１日数回に 

分けて実践する時はその実践時間を常にどこかに記録していくことです。 

 

もちろん記憶力がよければ記録する必要はありませんが、どちらにしても 

なるべく正確に上記項目を１日の終わりなどに記載するようにしてみて下さい。 

 

繰り返しますが、これをやると、目に見えて時間経過していくのが 

分かりモチベーションを持続する効果もありますし、 

どれだけの実践時間でどれぐらいのレベルになっているのかなどの 

判断材料にもなります。慣れれば直ぐに終わるものなので是非習慣化して下さい。 

 

そして全ての項目を書き終えたら、新たに翌日用を作ります。 

前述しましたが、本日の目標時間とか前日までの累積時間等の 

項目を一々書き出す必要はありません。 

 

毎日やっていれば覚えてしまいますので、枠だけ作ってあとは数字を 

入れて行くだけにして下さい。ここでは分かりやすいようにあえて 

項目を付けているだけですので宜しくお願いいたします。 

 

ＥＸ：5 月 16 日の朝 (前日 5/15 夜または 5/16 の朝)に記載しておいた予定 

本日の 

目標時間 

本日の 

実践時間 

前日まで 

累積時間 

トータル 

累積時間 

残りの 

目標時間 

1h  58h   

 

前述した 5/15 の例と同じように 5/16 夜も時間を以下のように書き出します。 
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ＥＸ：5 月 16 日の夜 今日を振り返って 

本日の 

目標時間 

本日の 

実践時間 

前日まで 

累積時間 

トータル 

累積時間 

残りの 

目標時間 

1h 1h 58h 59h 131h 

 

くどいようですが、この時間管理をもし取り入れるのであれば、 

実践できない日が仮にあっても、本日の目標時間や前日の累積時間等 

の項目は面倒なので書き出さずに枠だけ作って時間のみ 

記載するようにして下さい。 

 

また冒頭にもお伝えしましたが、あくまでもこれを実践するしないは自由です。 

時間管理が苦手な方は取り入れていただいても結構ですし、似た方法で 

自分なりにやりやすい方法がある場合そちらを優先していただいても結構です。 

 

■隙間時間を利用する  

英語回路を作るにはトレーニングできる時間を確保することがとても大切です。 

しかし可能であれば、その時間以外にも隙間時間を見つけて、英語学習に 

当てて下さい。 

 

通勤時間というキーワードでも駅までの徒歩あるいは自転車、電車の中、 

乗り換えの待ち時間などあります。自分のライフスタイルの中でまずは 

隙間時間がどこにあって、その中で何をするのかを見極める事が大切です。 

 

しかしこの隙間時間で英語をマスターしようとする事はほぼ不可能です。 

あまり過大な期待をしないようにはして下さい。もちろん机上に限りませんが、 

しっかり口も目も耳も使える、トレーニングできる時間が必要です。 

 

隙間時間はあくまでも補足時間として有効活用して下さい。 

理想英語学習時間：耳・目・口・手の全てが自由に使える環境と時間 

補助的（隙間）英語学習時間：耳のみ、目のみ、口のみ、手のみ使える環境と時間 

自分の隙間時間はどの身体器官を使って（耳のみあるいは耳と目のみなど）、 

その中でどんな英語回路トレーニングが行えるのかこの後に記載している 

実践方法を参考にして見極め行動して下さい。 
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■１日の制約時間を作る  

 

世の中には能力の差が結果を左右すると言われているケース 

はありますが、私はそうではないと思っています。 

 

人間に能力の差はそれ程なく、要するに“集中できる時間”をどれだけ持てたか？ 

という差に尽きると思います。まるで毎日試験を受けるかのように、 

1 日で試験に取り組むような集中できる時間を何回作れるか？ 

 

これにより脳の基本回転数が上がり効率が返って良くなります。 

 

例えば 90 分単位・60 分単位・30 分単位で制約時間を 1 日に 

何回作れるかという事を休憩なしで考えてみて下さい。 

 

２４時間から睡眠時間（仮に６時間の場合）を引いた残りの時間で 

何コマ出来るか作ってみます。 

 

１８時間÷３０分＝３６コマ 

１８時間÷６０分＝１８コマ 

１８時間÷９０分＝１２コマ 

 

これが各制約時間の 大コマ数です。 

 

もちろんこのコマ全てが上手く使えるわけではありません。 

この中には休憩も必要ですし、英語学習以外に様々な取り組むべき事もあります。 

またタスクによっては３０分単位のものもあれば、９０分単位のコマもあるでしょう。 

タスクによって使い分けることはもちろん問題ありません。 

 

そしてここからが重要なのですが、この時予定では 30 分と記載しても 

実際には 25 分で終える、あるいは 60 分だったら実際には 50 分で終える、 

90 分だったら実際には 80 分で終えて、休憩の枠を取ってみて下さい。 

しかし先ほどお伝えした英語学習の実践時間はそれぞれ 30 分・60 分・90 分 

で計算して結構です。 
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これがモチベーションを持続させるとても有効な１つの方法です。 

こうする事で、１コマが終わった時点で５分なり１０分なりの貯金が積み 

上がっていき、仮に何らかの事情で英語学習のスタートが遅れたとしても 

 

挽回できる気分が残っているので学習へ向かう気持ちを助けます。 

またキッチンタイマー等を使用すると更に効果的です。 

 

このコマを作る（制約時間）という意識があるのと無いのでは 

大きな集中力の違いを生みます。ダラダラ長く何時間も英語学習をして 

いても仕方ありません。ダラダラ長く何時間もやっている状態は返って 

その反動で休憩や気分転換の時間が長くなります。 

 

時間の制約を取り戻せば、誰しも集中力を持てるようになります。 

自分は集中力が無いという事を言われるケースもありますが、 

 

それは集中力が無いのではなくて、集中して仕事や勉強に取り組む時間帯を 

持っていないまたはそれが習慣化されていないだけですので、是非制約時間を 

設けた取り組みを出来るだけ意識して下さい。 

 

■死について考える  

 

突然死について考えるなんて縁起でもないことをなぜ言うのか？ 

と思ったかもしれませんが、ここから時間の大切さを認識して欲しいからです。 

 

英語でこんな言葉があります。 

Nothing is more precious than time, but nothing is less valued. 

「時間ほど大切なものはない、しかしこれほど大切にされていないものもない」 

 

時間は二度と取り戻せません。それを皆さん知っています。 

しかしなぜ失っても何も感じないのでしょうか？ 

 

それは自分にはまだ有り余る時間があると“勘違いしている”からです。 

もちろん勘違いは無意識的に行っていますが、当然人は死にます。 
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普段死について考える事はあまり無いかも知れませんが、一度でも死について 

前向きに深く考え、改めて時間の大切さを認識してみる事をお勧めします。 

 

いつごろ自分の死って訪れるのだろう？ 

昨日死んでしまったたくさんの人達は何を思い残したのだろう？ 

自分は死ぬ瞬間に何を思うだろう？ 

自分は死ぬ瞬間に後悔するだろうか？ 

 

ゾウがある日天使に死ぬ日を告げられる「旅立つ日」というＤＶＤや 

死ぬときに後悔すること２５という本もあります。これらも死を考え、 

時間の大切さを知るる１つのきっかけになりますのでお勧めします。 

 

今日が人生 後の日だったら・・・ 

 

この質問をしながら是非時間を無駄にしないように心がけて下さい。 

時間を大切にすると言う事は生きる事を大切にするという事です。 

結果の出ない人は時間を大切にしなかった＝生きる時間を大切にして 

こなかった、これに尽きます。 

 

時間が何よりも大切な資産という価値基準が 優先にこないと、 

どんなに英語の高い目標を掲げても達成は難しいです。 
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Ⅲ：英語回路トレーニング  

フェーズ 2：Intermediate  Level 

 

１：使用テキスト  
 

それでは、ここからは実際にテキストを使い、具体的な英語回路トレーニングの 

説明に入っていきます。フェーズ２で使用するテキストはお手元にあると思いますが、

今お読みいただきているテキストを含めて合計 5 種類になります。 

 

英語の発音ザ・ジングルズレベル 8６  

フォレスト  

速読英単語   必修編   【ＣＤ教材含む】  

チャンクアクティブ化   【本テキスト】  

High  Life,  Low  Life      (Cambridge)  

 

これらのテキストはフェーズ１同様に、星の数ほどあるテキスト群から 

様々な要素を考慮して練りに練られ、実践指導の中で選ばれた 

精鋭達です。場合によっては既に持っているテキストがあるかも知れませんが、 

新たな気持ちで新しいテキストで取り組んで下さい。 

 

またこれらのテキストが仮に難しく感じても心配はありません。 

必ず実践をしていく中で容易に感じるでしょう。 

逆にこれらのテキストが仮に容易に感じる場合でも油断せずに必ず指示 

されたように実践して下さい。 

 

この積み重ねがこの後フェーズ３で効いてきます。 

いずれにしてもフェーズ２で“ある程度完璧”にしておくべきテキストです。 
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２：テキストの実践順と基本時間配分  
 

上記のテキストですが、やみくもに手を付けるのではなく、 

実践順位というものがあります。 

以下のようなテキストの実践順でお願いします。 

 

★First★  

ザ・ジングルズ  86（Ｄａｙ1～Ｄａｙ10）  

フォレスト  

  

★Second★  

ザ・ジングルズ   ８６(Day11～P   Day20)  

速読英単語   必修編   【ＣＤ教材含む】  

フォレストチャンクアクティブ化（このテキスト）  

  

★Third★  

ザ・ジングルズ   86  (Day21～P  Day  30)  

High  Life,  Low  Life      (Cambridge)  
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ザ・ジングルズ 86 とフォレストを同時に行い、 

フォレストを終えてからザ・ジングルズ 86・速読英単語・フォレストチャンク 

アクティブ化に取り組み、速読英単語の指定範囲とフォレストチャンク 

アクティブ化の２つを終えてから 後に残ったザ・ジングルズ 86 と 

High life, Low life に取り組んで下さい。 

 

復習として例えば速読英単語をやっている時にフォレストに 

戻るなどは一向に構いませんが、フォレストが終わらないのに 

速読英単語に取り組む事は避けて下さい。 

 

そして実践順と同じく大切な事は各教材の基本時間配分です。ガチガチに 

下記の時間配分を守る必要はありませんが、目安として下記の通り進めて下さい。 

 

ザ・ジングルズ  86  20％  

フォレスト 80％  

 

例えば１時間の英語学習時間があるなら、約 20 分（60 分×30%）を 

ザ・ジングルズ 86 にかけ、残りの約 40 分(60 分×70%) 

をフォレストにかけて下さい。 

 

ザ・ジングルズ   ８６(PDay～P   Day)  20%  

速読英単語   必修編   【ＣＤ教材含む】   50%  

チャンクアクティブ化（このテキスト）   30%  

 

例えば１時間の英語学習時間があるなら、約 10 分(60 分×20%)を 

ザ・ジングルズ 86 にかけ、約 30 分(60 分×50%)を速読英単語にかけ、 

約 20 分(60 分×30%)をフォレストチャンクアクティブ化にかけて下さい。 

 

 

 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

79 
 

進捗によって例えば速読英単語が遅いと感じたら、 

ザ・ジングルズを 10%、フォレストチャンクアクティブ化を 

20%、残った 70%を速読英単語にかけるよう臨機応変に対応して下さい。 

 

ザ・ジングルズ   86  (P  Day～P  Day  30)  20%  

High  Life,  Low  Life      (Cambridge)  80%  

 

フェーズ２の 後にはそれまで継続していたザ・ジングルズを行いながら、 

High life, Low life を実践します。時間配分は前述している通りです。 

 

３：各テキストの実践方法  
  

これから各テキストの実践方法をお伝えします。 

それぞれのテキストに対して細かい指示が出されています。 

 

ただし、ここで大切なことは冒頭の GLJ 英語学院ルールでもお伝えしましたが、 

「完璧を求めない」という事です。 

８０％でも良しとする気持ちを忘れないで下さい。 

 

まだ音読回数が全て終わっていないから・・・ 

まだテキストの理解度が完璧でないから・・・ 

このような気持ちでも前に進むことが大切です。 

 

もちろん理解度の部分で分からないことがあればいつでもどんどんご質問 

下さい。言いたいことは、完璧を求めすぎて疲れてしまう事が一番ダメだという 

事です。 

 

音読量やチャンクアクティブ化数など少し多いと思われるかも 

しれませんが、我々は完璧を前提としていません。 

英語回路トレーニングはこれで終ではなく、この後のフェーズにも続きます。 

どうぞ完璧を求めないようにしてください。 
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★ザ・ジングルズ   レベル８6   ★  
 

フェーズ１ではレベル 85 に挑戦してもらいましたが、フェーズ２でも 

引き続きこの教材の１ランク上に挑戦してもらいます。 

 

フェーズ１でもお伝えしましたが、 

この発音教材は練習をしていくのに非常に優れています。 

ただしテキストにも記載していますが、例えば９０レベルというネイティブ 

レベルまで到達する必要は全くありません。 

 

そこまでマニアックに行う時間があれば、他の事に使う方が有効です。 

レベルはこのカリキュラムで８７ぐらいまで到達すれば十分です。 

８７レベルまでであれば我々の指導や独学でも十分到達できます。 

 

またここではスピードよりも正確さを求めていますので、 

普通方式でも訓練方式でも時にゆっくりでも良いので正確さを 

重視してください。同じゆっくりでも普通方式は訓練方式よりもやや 

スピードは上げる意識は持ってください。 

 

そしてレベル８６では 初に P36 Unit1～P54 Unit10 までありますが、 

こちらは飛ばしても結構ですし、復習の意味でトライされても結構です。 

 

実践方法  

 

基本的にテキストに記載している指示 CD に従って行って欲しいのですが、 

注意点がいくつかあります。 

 

■実践時間について  

 

テキストには１日５分、３０日間で出来るような内容を記載していますが、 

５分では若干少ないでしょう。 
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また５分以上やらないで下さいと記載していますがそんなことはありません。 

５分から１０分ぐらい毎日のエクササイズと同じ感覚で続けて欲しいと感じています。 

 

また３０日間で終えるのではなく、並行して行う 

速読英単語やフォレストの方が時間がかかりますのでそれらが 

終わるまで同時進行で指定された範囲を何度も繰り返し練習して下さい。 

 

それと対面・オンライン・メールにてセッションのある方は 

別紙の通り細かく分けておりますので、都度終了次第セッションを受けるように 

してください。 

 

■発音記号について  

 

非常に独特な発音記号を採用しています。これがネックではありますが、 

慣れるとそれ程でもありません。 

 

既にこの前に使用した英語音声学入門で基本的な発音記号は 

理解しているはずですので、それと照らし合わせて対応して下さい。 

 

当然ですが、通常の辞書などで使われているのは 

英語音声学入門でも使われている国際音声記号が中心です。 

 

■腹筋の使い方について  

 

このテキストあるいはこの発音カリキュラムは様々な 

筋肉強化が要求されます。 

 

中でも腹筋はとても大切です。 

 

コツは腹筋を入れるという意識ですが、おへその下辺りに力を 

入れると言うことです。 
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おへその下辺りに力が入りながら同時に腹筋も入っている状態です。 

分かりやすいのはこの腹筋を入れて話すと、自然と普段話す日本語よりも 

重低音で綺麗な音が出ます。 

 

普段話す日本語と変わらない場合は腹筋の入れ方が違います。 

腹筋が慣れない内は重低音で綺麗な音が出にくいですが、何度も行っている 

内に自然と出来てきます。 

 

分からない場合はいつでもご質問下さい。 

 

また子供達を黙らせるときに人差し指を口に持っていき、「シー」とやりますね。 

この時にへその下辺りと腹筋を入れながらやると感覚が掴みやすいです。 

 

■口の形について  

 

人によっては常に軽くエクボを作る状態あるいは意識で行うとやりやすいです。 

それで音が出しやすいと感じたら、その形で練習して下さい。 

 

あくまでも軽くです。強くエクボを作ろうとしたら自然と口が動きませんので 

ご注意ください。 

 

もちろん軽くエクボを作るような状態よりも自分にとってやりやすい口の形が 

あればそれでも構いません。何も口の形を意識しない方がやりやすいのであれば 

それでも結構です。大切な事は口の形ではなく音です。 

 

■実践回数について  

 

各ページに音読回数が記載されていますが、その数では少し足りません。 

５回という指示があるならその２倍～３倍は取り組むようにして下さい。 

 

１つの英文は短くまた長い英文では指示回数も少ないので 

のでそれぐらいの分量をこなしてもそれ程時間はかかりません。 
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また可能であれば音読実践した時はいつでもテキストに「正」の字を 

記載するなりしてどれぐらいの回数を行なったのか把握しておくように 

してください。 

 

■舌のミリメートル指示について  

 

th 音はフェーズ１で既に実践済みだと思いますが、 

基本的に上前歯と下前歯の間に舌を軽く挟み、舌の間から 

息を抜いて出す音です。 

 

この時、ジングルズでは舌の出し方を 1 ミリに指定したり、4 ミリに指定したり、 

5 ミリ、あるいは 8 ミリに指定したりします。 

1 ミリ単位で指定してきますが、それ程の細かはあまり意味がありません。 

 

ここで大切にして欲しいポイントは訓練方式の際には指定された 

ミリ数を意識するよりも、大・中・小というぐらいの意識で 

取り組まれて結構です。 

 

例えば、本当に舌先を出すレベルが小、それよりも少し前に出すレベルが 

中、更にそれよりも少し前に出すレベルが大という感覚です。 

 

指定するレベルは 1 ミリ～8 ミリの間ですが、1 ミリ～3 ミリレベルは小、 

4 ミリから 6 ミリレベルは中、7 ミリ～8 ミリレベルは大という感覚です。 

 

この流れで訓練方式を実践してください。 

実際に 1 ミリレベルで舌の出し入れをする能力など必要ありません。 

 

■口の開き方の指示について  

 

舌の出し入れの指示と同様に口の開き方での細かい指示があります。 

「ア」	 のあいまい母音で[ə]音と[r]音の組み合わせをジングルズでは[ə☆] 

という記号で表します。 
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この音はフェーズ１の音声学入門とこの発音記号箇所でも出てきましたが、[əː] 

と同様の音です。つまり小さいアの音に r 音が繋がるので「r 音 初 

に舌巻き」に自然体の口の開でアがくっついている音です。 

 

口の開きが小さい為に、 初に舌巻きがやりづらい場合はエクボ作る 

口の形から舌の根元を上の奥歯に付けるやり方がやりやすいです。 

 

そしてジングルズではこの時の口の大きさを 1 ミリと指定してきますが、 

実際にはここまで閉じ気味でなくても構いません。 

 

元々、エクボを作る口の形から舌の根元を上奥歯に付けている時は 

その口の形状から（エクボを作る形から）大きく口を開く事ができません。 

 

更に普通母音の「ア」と[r]音の音をジングルズでは a☆と表します。 

この音は音声学入門とこの発音記号箇所でも出てきましたが、 

r 音後から舌巻きと同じ音です。 

 

アーの後に舌先を後ろへ沿って、喉元奥へ付けるイメージです。 

この時、ジングルズでは 8 ミリ～9 ミリと指定してきますが、要するに口を 

大きめに開けて r 音 初に舌巻の音と違えばそれで構いません。 

 

■音の出す秒数指示について  

 

例えば s 音や z 音を出す際に、1.2 秒続けて音を出すという事が指示される 

事があります。あるいは 1.5 秒という指示もあります。 

 

しかし 1.2 秒や 1.5 秒という状態を出すのは細かすぎてあまり意味が 

ありません。ここは 1 秒間だけど力強く出すという意識で構いません。 

他には 2 秒という指示もありますが、2 秒も正確でなくとも、1 秒よりも若干長めで 

強く発音するという意識で問題ありません。 
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★フォレスト★  
 

フォレストはテキストの順番通りに行わず、必ずこちらの指示通り 

の順番で行うようにして下さい。 

 

少し高校文法の範囲も出て来ますので、難しく感じるかも 

知れませんが、知識整理が目的です。 

 

またフェーズ２ではフェーズ１で実践してもらった英文分析 

は行いません。 

 

英文分析は中学校レベルの英文法知識なら良いのですが、 

高校の範囲内までの英文法に入ると少し複雑化するので、 

それが英文分析に繋がると枝葉末節（枝葉の事ばかりに目が行く）状態 

となりますので、フェーズ２では英文分析は行いません。 

 

その代わり、知識整理をする目的でしっかり読む事は忘れないで下さい。 

この知識整理を持って、次のフェーズ３で英文法イメージ化へと繋げます。 

 

その時に、例えば仮定法と呼ばれるものはイメージ化文法では・・・ 

といった風に比較説明する為に使いますので、知識整理はして下さい。 

 

恐らく英文法のイメージ化ではとても簡単に文法が捉えやすくなり、 

楽しくなるはずです。 

 

フォレストを進めていく順番とカットする箇所 

 

文法は学ぶ順番が大切です。 

またカットして欲しい箇所も記載していますので、そこは飛ばして結構です。 

 

フォレストは優れた文法書ですが、学ぶ順番が少し違います。 

こちらの指示した順番通りに進めて下さい。 
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そして覚えておいて欲しい事は、英文法を完璧にする事は無理だという事です。 

特に例外が多い冠詞や名詞の複数・単数形など 

完璧にする事は目的としないで下さい。あくまでも知識整理です。 

 

以下はフォレストスキップ（飛ばす）箇所です。もちろん興味があれば 

取り組んでも良いですが、なるべく負担を減らす為にカットしています。 

 

初に以下のページを開いてカットする箇所に印を付けておき、 

指示通りの順番で取り組んで下さい。 

 

フォレストカット箇所 

＊Ｐ１６２～Ｐ１６６   準動詞とはをカットして下さい。  

＊Ｐ１７５   plus  25～   target  111  plus  26 はカットして下さい。  

＊P245～P248   英語の情報構造はカットして下さい。  

＊P282～P284  この比較で混同するなら捨ててもＯＫです。  

   混同しない人は読んでみて下さい。  

＊P300～Ｐ３０４   関係代名詞継続用法はカットして下さい。  

＊P309 関係副詞の継続用法はカットして下さい。  

＊Ｐ３２０～３２１   関係形容詞はカットして下さい。  

＊P400～P416  話法はカットして下さい。  

＊Ｐ４１８～Ｐ４３０   名詞構文・無生物主語はカットして下さい。  

＊P436～P438   強調構文は混同するなら捨ててもＯＫです。  
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＊P508  Tips  for  you  はカット（強調構文と形式主語の見分け方）  

して下さい。これはフェーズ３で扱いますが、こんな見分け方は  

どうでも良いです。  

＊P527～530  叙述用法、限定用法という言葉など覚えなくてもＯＫです。  

＊P530  tips  for  you  はカット（形容詞を並べる順序は実際の文で  

慣れて行くしかない）して下さい。  

＊P531  分詞形容詞はカット（要するに分詞）して下さい。  

 

フォレスト実践する順番 

 

１：名詞  P454     

２：冠詞   P476  

３：代名詞   P496  

４：形容詞  P526  

５：副詞   P548  

６：前置詞   P564  

７：接続詞  P590  

8:文の種類  P17  
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9：動詞と文型  P32  

10：動詞と時制   P56  

11：完了形  P82  

12：分詞   P222  

13：不定詞   P168  

14：動名詞   P202  

15：受動態   P144  

16：疑問詞と疑問文   P354  

17：関係詞   P290     

18：比較：P250  

19：助動詞：Ｐ110  

20：仮定法：Ｐ３３０  

21：否定：Ｐ３７８  

22：倒置・強調などＰ４３２  
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フォレスト実践方法  

１：1 回通読してからセッション用テキストの指定範囲を通読  

⇒上記に示した実践の順番でまずは一度通読をして下さい。 

この際に音読など声に出して読み込む必要はありません。 

目で確認しながら理解を深めて下さい。それからセッション用テキストの 

指定範囲を通読してセッション課題にお答え下さい。 

 

２：指示された Target 箇所のみ音読する  

⇒こちらで指定する範囲の target 英文を意味理解と英文構造理解を 

 重点的にオーラリングで音読して下さい。 

 音読目標回数は１英文につき、５回～1０回です。 

 

回数と個人の理解度はバラバラですのでファースト〜サードトライ合計で 

５回読んだ時点で理解度に自信がある場合はそこで終えても結構です。 

 

またそれぞれメール・オンライン・対面セッションのある方々は提出範囲が 

決まっていますので、それぞれの範囲内で音読を終えたら 

セッションを受けて下さい。 

 

やり方は以下の通りで行って下さい。 

（ 低 5 回の音読で終える場合） 

 

ファーストトライ  

指定された target 範囲の英文を全て 1 回ずつ読む。 

１つの英文を１回読み終わるごとにテキストの指定 Target の横 

に直接「正」の字を書きこむ。 

 

EX: P457 Target 335 を 1 回読み終えたら、次の指定 Target     

(P459 Target 337 (2)) 1 回の実践へ。  
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セカンドトライ  

指定された target 範囲の英文を全て 2 回ずつ読む。 

１つの英文を一回読み終わるごとにテキストの指定 Target の横の 

「正」の字に線を付け加えて行く。 

 

EX: P457 Target 335 を 2 回読み終えたら、次の指定 Target     

(P459 Target 337 (2)) 2 回の実践へ。  

 

サードトライ  

指定された target 範囲の英文全て 2 回ずつ読む。 

１つの英文を全て一回読み終わるごとにテキストの指定 Target の横 

の「正」の字に線を付け加えて「正」の字が完成する。 

 

EX: P457 Target 335 を 2 回読み終えたら、次の指定 Target     

(P459 Target 337 (2)) 2 回の実践へ。  

 

＊絶対に１つの英文全てを一気に５回読んでいくような 

事は止めて下さい。集中力も落ちて記憶にも定着しにくいです。 

 

＊必ず意味理解と文法構造理解を伴って音読するようにして下さい。 

 

＊音読回数が５回からスタートするというのは、指導する中で実践者が 

音源の無いテキストでノーマル音読（普通の音読）をする場合は５回が 

集中力等の面から見て 適値だった為です。 

 

＊	 低回数の５回終わっても、未だに意味理解・文法理解が伴っていないと 

感じる場合は引き続きファースト〜サードトライの要領で５回を繰り返し行なって下

さい（それでもまだ不安な場合は再度不安な箇所だけをピックアップして音読に取

り組んでも構いません）。 

 

＊	 音読する際にはフェーズ１でも行ったオーラリングの要領を思い出して下さい。 

2、3 語という小さな塊を１つにして間を空けながら音読すれば意味も捉えやすく 

後から情報を貼付けて行く感覚も分かります。 
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フォレスト   Target 指定音読箇所  

１：名詞  P454～  

P457  Target  335  (2)     

P459  Target  337  (2)  

P462  Target  339  (2)  

P464  Target  341  (3)  

P470  Target  345  (1)  

P471  Target  346  (2)  

  

２：冠詞   P476～  

P480  Target  347  (1)  

P481  Target  348  (2)  

P482  Target  350  (2)  

P484  Target  352  

P485  Target  353  (2)  

P486  Target  354  (1)  

P488  Target  355  (3)  

P490  Target  356  (2)  

  

３：代名詞   P496～  

P500  Target  357  (3)  

P501  Target  358  (2)  

P502  Target  359  (1)  

P502  Target  360  

P504  Target  362  (1)  

P505  Target  363  (3)  

P505  Target  364     

P507  Target  366  (1)  

P507  Target  367  (1)  

P510  Target  370  (1)  

P512  Target  371  (2)  
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P514  Target  372  (2)  

P514  Target  373  (1)  

P516  Target  375  (3)  

P517  Target  376  (3)  

P518  Target  377  (2)  

P518  Target  378  (2)  

P519  Target  379  (2)  

P520  Target  380  (1)  

P521  Target  381  (1)  

P521  Target  382  (1)  

P523  Target  383  (2)  

  

４：形容詞  P526～  

P527  Target  385  (2)  

P528  Target  386  (2)  

P529  Target  388     

P530  Target  389  (2)  

P533  Target  393  (2)  

P535  Target  395  (1)  

P538  Target  398  (2)  

P539  Target  399  (2)  

  

５：副詞   P548～  

P549  Target  400  (2)  

P550  Target  401  (1)  

P552  Target  404  (2)  

P553  Target  405  (1)  

P557  Target  409  (3)  

P559  Target  411  (3)  

P560  Target  413  (1)  

P561  Target  414  (2)  
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６：前置詞   P564～  

P568  Target  415  (2)  

P569  Target  416  (2)  

P570  Target  417  (1)  

P573  Target  418  (2)  

P574  Target  419  (2)  

P575  Target  420  (1)  

P577  Target  421  (1)  

P578  Target  422  (1)  

P579  Target  423  (2)  

P580  Target  424  (1)  

P581  Target  425  

P584  Target  429  (2)  

P587  Target  431  (2)  

  

７：接続詞  P590～  

P591  Target  433  (1)  

P592  Target  435     

P593  Target  437  (2)  

P594  Target  439  (2)  

P595  Target  440  (1)  

P597  Target  442  (1)  

P598  Target  444  (3)  

P599  Target  445  (2)  

P600  Target  447  (1)  

P601  Target  448  (2)  

P602  Target  449  (2)  

P603  Target  450  (2)  

P604  Target  452  (2)  

P605  Target  453     

P606  Target  455  (2)  

P606  Target  456  (1)  

P607  Target  457  
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8:文の種類  P17～  

Target 指定無し  

9：動詞と文型  P32～  

P38  Target  10  

P38  Target  11  

P39  Target  12  

P40  Target  13  

P41  Target  14  

P46  Target  17  (2)  

P46  Target  18  (2)  

P47  Target  19  

P50  Target  22  (2)  

P51  Target  23  (2)  

P53  Target  24  (3)  

  

10：動詞と時制   P56～  

P65  Target  28  (1)  

P67  Target  30  

P68  Target  32  (1)  

P70  Target  33  (2)  

P70  Target  34  (3)  

P74  Target  36  (2)  

P77  Target  39     

P78  Target  41  (1)  
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11：完了形  P82～  

P86  Target  42  (1)  

P88  Target  43  (2)  

P89  Target  44  (1)  

P91  Target  45  (1)  

P92  Target  46  (1)  

P94  Target  48     

P97  Target  52     

P100  Target  55  

  

12：分詞   P222～  

P226  Target  155  (1)  

P228  Target  158  (2)  

P229  Target  159  (1)  

P230  Target  160  (1)  

P231  Target  161  (1)  

P231  Target  162  (2)     

P232  Target  163  (2)     

P234  Target  164  (2)  

P237  Target  169     

P240  Target  173  (1)  

P241  Target  174  (1)  

  

13：不定詞   P168～  

P172  Target  108  (2)  

P173  Target  109  (2)  

P174  Target  110  (3)  

P177  Target  113     

P180  Target  116  (2)  

P184  Target  119     

P185  Target  120  (2)     

P186  Target  121  
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P190  Target  124  (2)  

P194  Target  129     

P195  Target  130     

P197  Target  133     

P198  Target  134  (1)  

  

14：動名詞   P202～  

P207  Target  137     

P209  Target  138  (3)  

P209  Target  140  (1)  

P213  Target  144  (1)     

P217  Target  148  (2)  

P217  Target  149  (1)  

P219  Target  154  (1)     

  

15：受動態   P144～  

P148  Target  93  (2)  

P150  Target  95     

P152  Target  99  (1)  

P153  Target  100  (2)     

P158  Target  105     

  

16：疑問詞と疑問文   P354～  

P357  Target  259  (2)  

P358  Target  261  (1)  

P359  Target  263  (1)  

P360  Target  265  (2)     

P360  Target  266  (2)  

P361  Target  267  (2)     

P362  Target  268        

P363  Target  269  (2)  
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P366  Target  271     

P370  Target  274  (2)  

P372  Target  278  (1)     

P372  Target  279  (2)     

P373  Target  280     

P374  Target  282  

  

17：関係詞   P290～     

P293  Target  214  (1)  

P295  Target  216  (2)  

P298  Target  218  (2)  

P299  Target  219  (3)     

P304  Target  223     

P306  Target  224     

P307  Target  225  (1)     

P308  Target  226  

P310  Target  228  (3)  

P311  Target  229  (3)     

P312  Target  230  (3)     

P313  Target  231  (1)     

P316  Target  234     

P317  Target  236  (2)  

P319  Target  237  (1)  

  

18：比較  P250～  

P258  Target  176  (1)  

P260  Target  178     

P261  Target  180  (1)  

P262  Target  181  (1)     

P265  Target  184     

P266  Target  185     

P268  Target  187     
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P269  Target  189  

P270  Target  192  

P272  Target  194     

P273  Target  195  (2)     

P276  Target  199  (1)     

P277  Target  200  (1)  

P278  Target  202  

P280  Target  205  (1)  

P281  Target  206  

P286  Target  212     

  

19：助動詞  Ｐ110～  

P114  Target  61  (2)  

P115  Target  62  (2)  

P115  Target  63  (2)  

P116  Target  64  (1)     

P118  Target  65  (2)  

P118  Target  66  (1)  

P119  Target  67        

P121  Target  70  (2)  

P123  Target  73  (1)  

P125  Target  75  (2)     

P127  Target  78        

P130  Target  80     

P131  Target  82     

P131  Target  83     

P132  Target  85     

P134  Target  88     

P135  Target  89  (2)     

P137  Target  91  (1)  

P137  Target  92  (1)  
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20：仮定法  Ｐ３３０～  

P334  Target  241  (2)  

P336  Target  242  (2)  

P337  Target  243     

P338  Target  244  (1)     

P340  Target  245  (2)  

P343  Target  246     

P344  Target  248  (1)     

P345  Target  249  

P346  Target  251  (2)  

P348  Target  255     

  

21：否定  Ｐ３７８～  

P382  Target  283  (2)  

P383  Target  284     

P384  Target  285  (1)  

P385  Target  286  (1)     

P388  Target  288  (1)  

P388  Target  289  (2)     

P389  Target  290  (2)     

P390  Target  292  (1)  

P393  Target  294  (1)  

P395  Target  296  (1)     

P396  Target  297  (2)     

P397  Target  298  (1)     

  

22：倒置・強調などＰ４３２～  

P435  Target  320  (1)  

P439  Target  323  (2)  

P440  Target  324  (1)  

P442  Target  325  (3)     

P444  Target  328  (2)  
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P445  Target  329  (2)     

P447  Target  331  

P449  Target  332  

 

★速読英単語   必修編★  
 

このテキストは中に出てくる英単語等を暗記することが目的ではありません。 

４種類の音読を通して、英語回路の基礎をあなたの頭と口に作りだす事が目的です。 

（もちろんそれによって自然と英単語を暗記してしまう事は大いにありです） 

 

このテキストはフェーズ２で全てを行うことはありません。フェーズ３でも 

使用していくテキストですので、フェーズ２の範囲内を終えて下さい。 

また付属されているＣＤはナチュラルスピードのＣＤを使用して下さい。 

（どうしてもナチュラルスピードでは厳しいと感じる場合だけスロースピード 

のＣＤを使用して下さい） 

手順  

① リスニング（Listening）  

テキストを見ないで（題名だけは確認してどんな内容か予想しても良い） 

１回～３回ほどリスニングをして意味を把握します。 

リスニングが終わったら聞き取れなかった音と実際の音を目と耳で 

確認して下さい。この時イヤホンは両耳に付けて聞いて下さい。 

 

② リーディング(Reading)  

リスニングが終了したら全ての文章をしっかり理解して下さい。この時右側に 

ある意訳に頼る事は止めて、なるべく下に出ている英単語の意味ぐらいを参考に 

理解するようにして下さい。そして英単語も英文の構造もしっかり理解した上で 

次の音読へ入る必要があります。曖昧な理解で絶対に次の音読に入らないで下さい。

この時は特にご自身で音読する等の作業は必要ありません。 

目でリーディングして分析理解して下さい。 
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③ パラレリング（Paralleling）  

リーディングからテキストの英文の意味・構造理解が終わったら、 

パラレリングに入ります。パラレリングとは前述していますが、 

テキストを見ながらＣＤ音声と同時に読む方法です。 

この時にイヤホンは片耳に付けて、もう一方の耳でご自身の読む声が 

聞こえる状態にして下さい。 

 

④ オーラリング（Oraling）  

パラレリングが終わりましたら、ＣＤ音声なしで自分の声だけで音読をしていきます。

普通の音読ですが、2、3 語を単位にして区切りながら間を空けて音読して下さい。 

一文全てを綺麗にスムーズに言う必要はありません。 

 

EX： 

I need /to go there / because / I meet her. 

 

このようにスラッシュで区切った箇所で間を空けて、スラッシュとスラッシュの 

間に出て来る 2、3 語の意味をしっかり理解しながら相手に伝えるイメージです。 

 

スラッシュで区切る箇所は基本的に自由です。 

自分の許容範囲（2、3 語がベスト）で区切って下さい。 

 

もちろん文法的に切れ目の良い箇所でも構いませんし、 

そうでなくても全く問題ありません（自由です）。 

英語は情報を後からどんどん貼付けて行くイメージです。 

 

そのイメージを持ちながら「一読入魂」という気持ちで魂を込めて 

音読して下さい（感情や意味理解の伴わない音読はただの時間のムダです。 

それはただ「読んでいる」だけです。手などを動かしながら読むと感情が 

こめやすいです）。 

 

また可能であれば 2、3 語ごとの塊についての発音はなるべく 

スムーズに言えるようにして下さい。この音読法で情報を追加する 

感覚で（意味は理解している前提）ライブ感を持って行う事と直訳の技術 

（前からどんどん捉える力）が伴ってくれば英語を話す感覚が養えて来ます。 
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これこそがスピーキング力を上げる音読法です。 

後に出て来るシャドーイングやリピーティングと言った有名な音読法は 

あくまでもリスニング力を上げる音読法だと私は考えております。 

 

ご自身のスピーキング力を上げる上でこの音読法を是非しっかり行って下さい。 

 

⑤ シャドーイング（Shadowing）  

オーラリングが終わりましたら、シャドーイングを行います。 

シャドーイングとはＣＤ音声から 1、2 秒ずれて音読していく事です。 

例えば、 

I want to know it.⇒テキストＣＤ音声 

 I want to know it.⇒あなたのシャドーイング 

 

というように少しずれてＣＤ音声に続いて音読していく方法です。 

この時にイヤホンは片耳に付けて、もう一方の耳でご自身の読む声が 

聞こえる状態にして下さい。またテキストは見ないで実践します。 

 

⑥ リピーティング（Repeating）  

シャドーイングが終わりましたら、ＣＤ音声を聞いてチャンク（いくつかの英単語の塊）

ごとに区切り、そこで一旦ポーズ機能（一時停止機能）を使い、ＣＤ音声を止めて、 

自分の声だけで区切った箇所をリピートしていきます。 

 

この時もシャドーイング同様にテキストは見ないで実践します。 

またこの時はイヤホンを片耳に付けて行い、もう片方の耳でご自身の声を聞く 

状態にしても良いですし、両耳のイヤホンで聞いてからイヤホンを外して 

リピーティングしても構いません。 

 

⑦ パラレリング（Paralleling）  

後の仕上げとしてもう一度パラレリングをして終了します。 

具体的な例はこの後記載していますが、この音読の種類と 

実践順は何度も何度も実践者に協力をしてもらい理解度チェックや 

発音チャックなどを行いながら 適なものを出しているので 

是非守って下さい。 
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それでは、以下の要領でトータル音読回数（①リスニングと②リーディングは除く 

音読種類全て）は７回～２５回を目指して下さい。 

 

ただし、音読回数はあくまでも目安ですので個人差は当然出てきます。 

実践する題材が簡単なものや慣れてきた場合、パラレリングもシャドーイングも 

リピーティングもほぼ完ぺきにこなせると感じるものについては回数を 

減らしてもＯＫです。 

 

ただし、１回目に行う７回を下回る事は絶対にないようにして下さい。 

別紙の通り、対面・オンライン・メールにてセッションのある方は指定された 

範囲での音読セットが７回を終えた時点（プラス他の指定箇所）で 

都度セッションを受けるようにしてください。 

 

そして次に示す例のように、テキストの隙間を使って音読種類の頭文字 

P(パラレリング)O(オーラリング)S(シャドーイング)R（リピーティング）P（パラレリング）

を直接書き込んで、その横に回数を「正」の字で記載して下さい。 

 

★音読１回目★  

１回目   音読目標合計７回  

リスニング１回～３回とリーディングを終えてから、 

 

P(パラレリング)⇒１回  

O(オーラリング)⇒３回  

S(シャドーイング)⇒１回  

R(リピーティング)⇒１回  

P(パラレリング)⇒１回  

  

ここで次の題材に入ります。 

次の題材に入ったらまずは①リスニング、そして②リーディングを行ってから、 

上記の手順で７回の音読を行います。 

 

これをテキストの範囲内が終了するまで行います。 

そして一通り①リスニングと②リーディングそして各題材の音読７回の 

１回目が終了したら２回目に入ります。 
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１回目の時点である程度こなせるようであればストップして結構です。 

まだ少し自信が無い方は音読２回目に入ってみて下さい。 

 

＊取り扱う題材によって簡単なモノもあれば難しいのもあると思います。 

難しいと感じるもののみ 2 回目に入るという事でも問題ありません。 

 

★音読２回目★  

２回目では①リスニングと②リーディングはそれぞれ１回ぐらいにして直ぐに 

音読に入って下さい。 

２回目の音読は以下の通りです。 

 

２回目   音読目標合計６回  

リスニング１回～２回とリーディング１回を終えてから、 

 

P(パラレリング)⇒１回  

O(オーラリング)⇒２回  

S(シャドーイング)⇒１回  

R(リピーティング)⇒１回  

P(パラレリング)⇒１回  

 

 

この時点である程度こなせるようであればストップして結構です。 

まだ少し自信が無い方は音読３回目に入ってみて下さい（3 回目は 

難しいと感じる題材のみでも構いません）。 

 

 

★音読３回目★  

３回目でも①リスニングと②リーディングはそれぞれ１回ぐらいにして 

直ぐに音読に入って下さい。３回目の音読は以下の通りです。 
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３回目   音読目標合計６回  

 

リスニング１回～２回とリーディング１回を終えてから、 

P(パラレリング)⇒１回  

O(オーラリング)⇒２回  

S(シャドーイング)⇒１回  

R(リピーティング)⇒１回  

P(パラレリング)⇒１回  

 

この時点である程度こなせるようであればストップして結構です。 

まだ少し自信が無い方は音読４回目に入ってみて下さい（難しいと感じる 

題材のみ 4 回目の音読に入る事でも構いません）。 

 

★音読４回目★  

４回目では①リスニングと②リーディングは必要ありませんので直ぐに 

音読に入って下さい。 

 

４回目   音読目標合計６回  

 

P(パラレリング)⇒1 回  

O(オーラリング)⇒２回  

S(シャドーイング)⇒1 回  

R(リピーティング)⇒回  

P(パラレリング)⇒1 回  

 

一応この４回の音読内容で１回目が７回、２回目が６回、 

３回目が６回、４回目が６回で合計２５回それぞれの題材を音読する事 

になりますが、先ほどもお伝えしたようにこの回数についても実践者の協力で 

適な回数を選択しています。 

 

音読回数には個人差があり実践者にもバラつきはありましたが、 

可能であれば１つの題材につき２回目までの１３回ぐらいは行って 

欲しい所です。 
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もちろん前述しましたように、簡単な内容である、あるいは既に慣れてきて 

パラレリング、シャドーイング（テキスト見ない）、リピーティング（テキスト見な

い）が音と意味理解の両方で問題無いと感じるのであれば、例え１回目の 

７回でも止めて結構です（７回は誰しも必ず 低限行って下さい）。 

  

■音読注意点  

前述しましたが、オーラリングではチャンク、あるいは 2、3 語を１つの塊としてとらえて

意味実感、発話実感を込めて音読して下さい。 

 

また可能であれば 2、3 語ごとの塊についての発音はなるべく 

スムーズに言えるようにして下さい。この音読法で情報を追加する 

感覚で（意味は理解している前提）ライブ感を持って行う事と直訳の技術 

（前からどんどん捉える力）が伴ってくれば英語を話す感覚が養えて来ます。 

 

これこそがスピーキング力を上げる音読法です。 

後に出て来るシャドーイングやリピーティングと言った有名な音読法は 

あくまでもリスニング力を上げる音読法だと私は考えております。 

 

その為にも音読に入る前のリーディングがとても大切になってきます。 

意味を捉えていない音読はただの作業なので注意をして下さい。 

 

誰しもパラレリング、シャドーイング・リピーティング共に慣れないと難しいと 

感じますが、次第に慣れて行くので上手く行かなくても良いので続けて下さい。 

 

 

また音読スピード、特にオーラリングで自分の声だけで読む場合には 

初から早くする必要はありません。スピードに意識が行きすぎて意味理解 

が伴っていなければ本末転倒です。 

 

意味も理解し、発音も丁寧な状態でスピードを上げていく事を心がけて 

下さい。ＣＤ音声は基本的にナチュラルスピードよりもやや遅めだと 

書いてありますが、中には普通に速いものもあります。 

 

いずれにしても 終的な理想はＣＤ音声と同じか少し速めの 
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スピードをオーラリングでは意味理解も伴い目指して下さい 

（2、3 語で間を空けながらオーラリングして行く事でも全く問題ないです）。 

 

そして前述しましたが、音読実践する範囲はフェーズ２とフェーズ３で 

決まっています。フェーズ２では以下の範囲で実践して下さい。 

 

 

Page Number Title 

P16 1 ビタミンＣの定義 

P20 2 drug の定義 

P24 3 お茶の種類 

P28 4 オオカミの子育て 

P32 5 ジェスチャーの違い 

P36 6 本当のほほえみと偽りのほほえみ 

P40 7 熱いか辛いか 

P44 8 紳士服と婦人服でボタンが違う理由 

P48 9 紫色のもと 

P52 10 酸素の発見 

P60 11 アガサ・クリスティーの失踪（１） 

P66 12 アガサ・クリスティーの失踪（２） 

P70 13 皮膚の役割 

P74 14 遺伝子と行動 

P80 15 子供への読み聞かせのすすめ 

P86 16 バックグラウンドミュージックの効果 

P92 17 個人主義と協調主義 

P98 18 ネコの習性 

P102 19 英単語はいくつあるか（１） 

P106 20 英単語はいくつあるか（２） 

P114 21 サッカーの起源（１） 

P118 22 サッカーの起源（２） 
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P122 23 遊びを通して学ぶこと（１） 

P126 24 遊びを通して学ぶこと（２） 

P132 25 結婚式の慣習（１） 

P136 26 結婚式の慣習（２） 

P140 27 クローン技術の是非（１） 

P144 28 クローン技術の是非（２） 

P150 29 家族で食事することの重要性（１） 

P154 30 家族で食事することの重要性（２） 

P162 31 数学の歴史（１） 

P166 32 数学の歴史（２） 

P170 33 アレルギーが増加する背景（１） 

P174 34 アレルギーが増加する背景（２） 

P178 35 つらい経験について書くことの効用（１） 

P184 36 つらい経験について書くことの効用（２） 

P190 37 真実を使ったうそ（１） 

P194 38 真実を使ったうそ（２） 

P200 39 企業のニーズ調査能力（１） 

P206 40 企業のニーズ調査能力（２） 
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★フォレスト   チャンクアクティブ化★  
 

ここまでフェーズ１ではくもん英文法のチャンクアクティブ化、 

フォレストは通読・音読とこなしてきましたが、これからフォレストのテキストに 

出てきた音読指定された Targeｔを１つのチャンクと捉えてアクティブ化 

していきます。 

 

これがフェーズ 2 のあなたのチャンクアクティブ化個数目標となります。 

 

チャンクアクティブ化は日本語⇒英語で数秒以内に口頭で 

回答できるレベルになっているという事です。 

 

もちろん少し長めの文章（9 文字を超えるような）は文法要素を踏まえて 

ご自身で区切って（チャンキングして）読むようにして下さい。 

 

あるいは音読時に行ったオーラリングと同様に 2、3 語で区切りながら 

１つの塊として間を空けながら口頭で回答することでも構いません。 

（後から情報を付け足す感覚、意味理解を伴っている感覚） 

 

英単語でもチャンクでもアクティブ化（能動的利用）していなければ 

使えるものにはなりません。 

 

前述しましたが、繰り返しますとアクティブ化に必要なことは３つです。 

 

① 英語から英語へダイレクトに捉える 

② 英語からイメージそして英語へと捉える 

③ 日本語から英語へ瞬時に捉える（あるいは英語⇒日本語でも良いが、前者日本

語⇒英語の方が望ましい） 

 

もちろん２番目などは一旦日本語を読んでその意味をイメージ化させて 

行っても構いません。 

 

そしてフェーズ１では変な日本語訳をあえて使いながらアクティブ化 

してきましたが、フェーズ２ではテキスト通りの日本語でアクティブ化 

させていきます。 
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変な日本語訳からの変換はフェーズ１で大分慣れたと思います。 

 

フェーズ２では普通の日本語意訳から素早く頭の中で英語の論理思考 

に変えてアクティブ化を目指して下さい。 

 

ここで注意点としては英文をテキストの日本語意訳として理解 

しないという事です。 

 

日本語意訳が出ているのは、あくまでも日本語意訳を見て、 

瞬時に英語の並べ替えをつかむ為です。 

 

繰り返していれば、普通の日本語意訳から瞬時に英文へ変換 

できるようになります。 

 

どうしても厳しい場合は日本語意訳➡日本語直訳（イメージ）⇒ 

瞬時に英語へ変換という流れを意識してトライしてみて下さい。 

 

少しフェーズ１よりも高度になりますが、全て音読指定した範囲内の 

target 文章です。何度もトライして下さい。 
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番号 チャンクトランスレーション チャンク ページ数

1 私は紅茶よりコーヒーが好きです。 I prefer coffee to tea. P457

2 私の家族はみんなサッカーファンだ。 My family are all soccer fans. p459

3 彼は私に役に立つ忠告を１つしてくれた。
He gave me a useful piece of

advice.
P462

4 私はいつの日かポルシェを買いたい。
I want to buy a Porsche

someday.
P464

5
ピアノをひいている男の人はジムの

兄さんだよ。

The man playing the piano
is Jim's brother.

P470
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6 駅で兄の友人に会った。
I met a friend of my brother's

at the station.
P471

7 ボウルの中にトマトが１つある。 There is a tomato in the bowl. P480

8 昨夜私が見かけた流れ星は非常に明るかった。
The shooting star I saw last

night was very bright.
P481

9 何時に寝ますか？ What time do you go to bed? P482

10 このロープは１メートル２００円です。 This rope is 200 yen a meter. P484
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11 忘れずに鍵をかけてきた？
Did you remember to lock the

door?
P485

12
イングランドでは、バターはポンドで

買います。

In England, we buy butter by
the pound.

P486

13 彼らは結婚式に車でやって来た。
They came to the wedding by

car.
P488

14
あまりにも奇妙な話だったので、それを信じる

人はほとんどいなかった。

It was so strange a story that
few people believed it.

P490

15 その劇場への行き方を教えて下さい。
Please tell me the way to the

theater.
P500
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16 彼女は来月結婚するらしい。
They say she is getting married

next month.
P501

17
これは誰のえんぴつ？

君の？

Whose pencil is this?
Is it yours?

P502

18 私は階段から落ちてけがをした。
I fell down the stairs and hurt

myself.
P502

19
彼女は私の机の上に伝言を置いていったが、
それが何を言っているのかわからなかった。

She left a message on my desk,
but I couldn't understand it.

P504

20 ここからその町までは２キロほどあります。
It's about two kilometers to the

town from here.
P505
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21 調子はどう？ How's it going? P505

22 その問題を解決するのは可能だと思った。
I thought it possible to solve the

problem.
P507

23 空港に着くまでに２時間かかります。
It takes two hours to get to the

airport.
P507

24
人間の脳はチンパンジーの脳よりも

発達している。

The human brain is more
advanced than that of the

chimpanzee.
P510

25
昨日かさをなくしてしまった。
新しいのを買わなければ。

I lost my umbrella yesterday;
I must buy a new one.

P512
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31 どちらのケーキをとってもいいですよ。 You can take either cake. P518

32 探していた本は、どちらも見つからなかった。
I could find neither book I was

looking for.
P519

33 メンバーは全員、その提案に反対だった。
All of the members were against

the proposal.
P520

34 私達のだれも君の意見には同意しない。 None of us agrees with you. P521

35
これらのコンピューターはどれも

アメリカ製です。

Each of these computers was
made in America.

P521
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36 学園祭にむけて、準備は万全だ。
Everything is ready for our

shool festival.
P523

37 何か冷たいものが飲みたい。 I want to drink something cold. P527

38 私は窓を開けたままにしておいた。 I left the windows open. P528

39 今朝７時、ジュディーは事務所に１人でいた。
At seven this morning, Judy

was alone in the office.
P529

40 これが正解だと私は確信している。
I'm certain this is the correct

answer.
P530
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41 君が次の会議に出席するのは可能ですか。
Is it possible that you will come

to the next meeting?
P533

42 私はこんなあらしは見た事がない。 I have never seen such a storm. P535

43
このサラダドレッシングに少しこしょうを

加えて下さい。

Can you add a little pepper to
this salad dressing?

P538

44 そのポットには十分な量の水が入っていない。
There isn't enough water in the

pot.
P539

45 彼女は私の助言を本気で聞き入れてくれた。 She took my advice seriously. P549
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46 私の姉は２階に行きました。 My sister went upstairs. P550

47 宿題はもうほとんど終わっています。
I have almost finished my

homework.
P552

48
明らかに、その事故はスピードの出し過ぎ

によるものだった。

Clearly, the accident was caused
by speeding.

P553

49 私はあの歌を聞いたことがある。 I have heard that song before. P557

50 私は知っている、彼を良く。
I don't feel like eating any more.

Neither(Nor) do I.
P559
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51 私は良く図書館に行きますし、姉もそうです。
I often go to the livrary, and so

does my sister.
P560

52
このコンピューターはとてもよい。しかし値段

が高すぎる。

This computer is very good.
However, it is too expensive.

P561

53 会議はふつうは１０時に始まる。
The meetings usually begin at

ten.
P568

54 私は１９９１年に初めてドイツを訪れた。 I first visited Germany in 1991. P569

55 テーブルの上のおもちゃを取ってきなさい。 Pick up those toys on the table. P570
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56 私は７月２４日から休暇を取ります。 I'll be on vacation from July 24. P573

57 名札をかばんに付けてくださいね。
Attach your name tag to the

bag,please.
P574

58 その列車はすでに博多へ向けて出発した。
The train has already left for

Hakata.
P575

59 部員全員がその式典に出席した。
Every member of the club
attended the ceremony.

P577

60
ジェーンの隣に立っているあの男が

スコットだ。

That man standing by Jane
is Scott.

P578
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61 私は夜中の１２時まで彼からの電話を待った。
I waited for his call until

midnight.
P579

62 一緒に来て下さい。 Come with me, please. P580

63 彼らは事故のことについて話していました。
They were talking about the

accident.
P581

64 すぐに台所から出て来なさい。 Come out of the kitchen now! P584

65 彼は群衆の中に消えた。
He disappeared among the

people in the crowd.
P587
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66 ゲーリーが到着して私達はゲームを始めた。
Gary arrived and we started the

game.
P591

67 私はこの夏、香港かシンガポールに行きたい。
I want to go to Hong Kong or

Singapore this summer.
P592

68
その少年はうそをついたことを認めてもいない

し、否定もしていない。

The boy neither admits nor
denies that he told a lie.

P593

69 彼は英語だけでなくスペイン語も話す。
He speaks not only English but

(also) Spanish.
P594

70
私が必要としているのは名声でもなければ、

お金でもありません。

What I need is not fame, nor
money.

P595
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71 ビルが入試に合格したのは本当です。
It is true that Bill passsed the

entrance exam.
P597

72
彼女は私達に何か飲むものが欲しいかと

尋ねた。

She asked us if (whether) we
wanted something to drink.

P598

73
公園をジョギングしているあいだに、

財布を見つけた。

I found a wallet while I was
jogging in the park.

P599

74 私は５歳の時からここに住んでいます。
I've lived here since I was five

years old.
P600

75
いったん車を手に入れたら、

どこにでも行きたい所に行けますよ。

Once you get a car, you can go
anywhere you want.

P601
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76
熱があるのだから、今夜は家にいたほうが

いいよ。

Since you have a fever, you
sould stay home tonight.

P602

77
それはとても退屈な講義だったので、
生徒の半分が寝てしまった。

It was such a boring lecture that
half the students fell asleep.

P603

78
飛行機が遅れない限り、

彼は６時にここに来るでしょう。

He'll be here at six unless his
flight is delayed.

P604

79
彼女は中国語を話す事はできるが、

書くことはできない。

Though she can speak Chinese,
she can't write it.

P605

80 私の知る限りでは、彼に罪はない。
As far as I know, he is not

quilty.
P606
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81 私が遅れたら、私抜きで始めて下さい。
In case I'm late, start without

me.
P606

82
好きであろうとなかろうと、
そのニンジンを食べなさい！

You must eat the carrots
whether you like them or not!

P607

83 彼はほほえんだ。 He smiled. P38

84 その映画は面白かった。 The movie was funny. P38

85 私たちは教室を掃除した。 We cleaned the classroom. P39
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86 父は私に腕時計を買ってくれた。 My father bought me a watch. P40

87 彼らは私を怒らせた。 They made me angry. P41

88 彼は喫茶店を経営している。 He runs a coffee shop. P46

89 私たちは彼の計画について議論した。 We discussed his plan. P46

90 あなたの言う事に同意しません。 I don't agree with you. P47
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91 マイクは野球の試合でけがをした。
Mike hurt himself in the

baseball game.
P50

92 彼は私においしい料理を作ってくれた。 He cooked me a nice meal. P51

93
あなたは彼のお兄さんをかっこいいと

思うでしょう。
You'll find his brother cool. P53

94 彼女は今、ピアノをひいています。 She is playing the piano now. P65

95 私はたいてい自転車で通学した。
I usually rode my bicycle to

school.
P67
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96 正午ごろ、私はテレビを見ていた。
I was watching TV around

noon.
P68

97 明日返事をします。
I will give you my answer

tomorrow.
P70

98 雨がふるだろう。 It's going to rain. P70

99 明日晴れたら、泳ぎに行こうよ。
If it is fine tomorrow, let's go

swimming.
P74

100 私達が乗る飛行機は１１時４５分に出発する。 Our flight leaves at 11:45. P77
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101 サッカーの試合が始まろうとしている。
The soccer game is about to

start.
P78

102 子供のころからポールとは知り合いだ。
I have known Paul since we

were children.
P86

103
ヘンリーはちょうど宿題をやり終えた

ところです。

Henry has just finished his
homework.

P88

104 私は２度、ロンドンを訪れた事がある。 I have visited London twice. P89

105
私たちは、１９９２年からこの家に

住んでいます。

We have lived in this house
since 1992.

P91
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106 ここでどのぐらい待っているのですか。
How long have you been

waiting here?
P92

107
警察が駆けつけた時には、

すでにその男は逃げてしまっていた。

The man had run away when
the police arrived.

P94

108
ガソリンスタンドを見つけた時、
私は２時間ずっと運転していた。

I had been driving for two hours
when I found the gas station.

P97

109
３時までにはコンサートは終わって

しまっているだろう。

The concert will have finished
by three.

P100

110 あそこで絵を描いている少女は誰ですか。
Who is the girl painting a

picture over there?
P226
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111 彼の目は閉じられたままだ。 His eyes remain closed. P228

112 彼らは笑いながらその部屋に入って行った。
They walked laughing into the

room.
P229

113 彼は私を４０分間待たせた。
He kept me waiting for forty

minutes.
P230

114 そのコメデアンは人々を笑わせた。
The comedian had the people

laughting.
P231

115 私は電車のドアに指をはさまれた。
I got my fingers caught in the

train doors.
P231

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

133 
 

116
私は小さな女の子が母親にしかられる

のを見た。

I saw a little girl scolded by her
mother.

P232

117
飛行機から見ると、その島は船のように

見える。

Seen from the plane, the island
looks like a ship.

P234

118
何を言えばよいのか分からず、

彼は黙っていた。

Not knowing what to say, he
kept silent.

P237

119 率直に言って、この仕事は退屈だと思う。
Frankly speaking, I think this

work is boring.
P240

120
その犬は舌をだらっとたらして

そこに座っていた。

The dog sat there with his
tongue hanging out.

P241
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121 運転免許を持っていると便利だ。
It is useful to have a driver's

license.
P172

122
サムは友人をつくることは簡単だと

思っている。

Sam finds it easy to make
friends.

P173

123 何か書く物を持っていますか？
Do you have anything to write

with?
P174

124
彼らが帰宅してみると、窓が割れている

ことがわかった。

They came home to find that the
window was broken.

P177

125 母は私にもっと野采を食べるようにと言った。
My mother told me to eat more

vegetables.
P180
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126 彼は二度と遅刻しないと約束した。
He promised not to be late

again.
P184

127 私の計画を説明させてください。 Let me explain my plan. P185

128 私はその男の子が転ぶのを見た。 I saw the boy fall down. P186

129 私をひとりにしておいて欲しい。 I want to be left alone. P190

130 このカレーは私が食べるには辛すぎる。
This curry is too spicy for me to

eat.
P194
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131 彼女は親切にも私の荷物を運んでくれた。
She was kind enough to carry

my baggage.
P195

132
あなたは自分の子供たちに泳ぎ方を

教えるべきです。

You should teach your children
how to swim.

P197

133
本当のことを言えば、あのジャケットは

君には似合わないよ。

To tell you the truth, that jacket
doesn't suit you.

P198

134 私の祖父はゴルフをするのが好きだ。
My grandfather enjoys playing

golf.
P207

135 彼の趣味は切手を集める事だ。 His hobby is collecting stamps. P209
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136
兄は私がコンピュータ・ゲームをするのが

好きではない。

My brother doesn't like my
playing computer games.

P209

137
その男の子は自分で朝食を作ることに

慣れている。

The boy is used to making his
own breakfast.

P213

138 彼女に会うのを忘れないでね。 Don't forget to meet her. P217

139 ドアのカギをかけたことを覚えていますか。
Do you remember locking the

door?
P217

140
私は一人で旅行することを不安に

思っている。

I am anxious about traveling
alone.

P219
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141 この寺は約500年前に建てられた。
This temple was built about 500

years ago.
P148

142 その競技場は現在建設中です。 The stadium is being built now. P150

143 誰がそのパーティーに招待されましたか。 Who was invited to the party? P152

144
クリスマスカードがメアリーによって

ジムに送られた。

A Christmas card was sent to
Jim by Mary.

P153

145
サッカーをしていた時に私のメガネ

が壊れた。

My glasses got broken while I
was playing soccer.

P158
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146
あそこにあるあの建物は何。

市役所だよ。

What is that building over
there?

That's City Hall.
P357

147
誰を招待するつもりなの？
アンとナンシーだよ。

Who are you planning to invite?
Ann and Nancy.

P358

148
これはだれの靴？
ぼくのだよ。

Whose shoes are these?
They're mine.

P359

149
車はどこにとめればよいのですか？
この通りにとめていいですよ。

Where can I park my car?
You can park on this street.

P360

150
どうやって通学していますか？
バスを使っています。

How do you go to school?
By bus.

P360
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151
あなたの家は駅からどのくらいの距離が

ありますか。
約２キロです。

How far is your house from the
station?

About two kilometers.
P361

152
彼はだれと一緒にパーティーに来ましたか。

キャシーとです。

Who did he come to the party
with?

With Cathy.
P362

153
その映画がいつ始まるのか教えて

くれませんか。

Can you tell me when the movie
starts?

P363

154
窓を開けてもいいかな。

どうぞ。

Do you mind if I open the
window?

No not at all.
P366

155
彼女はコーヒーが好きじゃないよね。

うん、好きじゃないね。

She doesn't like coffee,
does she?

No, she doesn't.
P370
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156
お父さんごめん。壊しちゃったんだ、

お父さんの・・・
私の何を壊したって？

I'm sorry, Dad. I broke your…
You broke my what?

P372

157
テレビゲームには興味がないんだ。

そうなんだ。

I'm not interested in
video games.
Aren't you?

P372

158 なぜ警察はここに来たのですか？
What did the police come here

for?
P373

159 どうして妹さんを連れてこなかったの？
How come you didn't bring your

sister?
P374

160 私にはボストンに住んでいる友人がいます。
I have a friend who lives in

Boston.
P293
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161 私はジャズがテーマの本を探しています。
I'm looking for a book whose

subject is jazz.
P295

162 これは私が生まれた町だ。
This is the city which

I was born in.
P298

163 この腕時計はまさに私が欲しかったものだ！
This watch is just what I

wanted!
P299

164 これが私のおばが働いている病院です。
This is the hospital where

my aunt works.
P304

165 地球上に恐竜が生きていた時代がありました。
There was a time when

dinosaurs lived on the earth.
P306
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166
今日そんなにうれしそうな顔をしている

理由を教えてよ。

Tell me the reason why you look
so happy today.

P307

167
そのようにして、彼はビジネスに

成功したのです。

That's how he succeeded
in business.

P308

168 好きなものを何でも注文していいよ。
You can order whatever

you like.
P310

169
そのテーブルを君の好きな場所に

置きなさい。

Put the table wherever
you like.

P311

170
何が起ころうとも、あなたのことを

いつも愛しています。

Whatever happens,
I will always love you.

P312
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171
どんあに疲れていても、
彼女は笑顔を絶やさない。

However tired she is,
she always smiles.

P313

172
私が彼女の姉だと思っていたその女性は

実は彼女の母親だった。

The woman who I thought was
her sister was actually

her mother.
P316

173
私は彼女の伝言が理解できなかった。

その大半がフランス語で書かれていたのだ。

I couldn't understand her
message, most of which was

in French.
P317

174 この音楽がいわゆるラップです。 This music is what is called rap. P319

175 私の弟は私の父と同じくらいの身長です。
My brother is as tall as

my father.
P258
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176
私はあなたと同じくらいの数の本を

持っています。
I have as many books as you. P260

177 できるだけ早く医者を呼んでくれ！
Call the doctor as soon as

possible!
P261

178 この石はあの石よりも重い。
This stone is heavier than

that one.
P262

179 この車はあの車ほど値段は高くない。
This car is less expensive

than that one.
P265

180 彼は実際の年齢よりずっと若く見える。
He looks much younger than

he really is.
P266
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181 彼女はこの国で抜群に歌のうまい歌手だ。
She is by far(much) the best

singer in this country.
P268

182
ここはこのホテルでもっとも良い部屋

の１つです。

This is one of the nicest rooms
in the hotel.

P269

183 アラスカより大きな州は合衆国にない。
No(other) state in the United
States is larger than Alaska.

P270

184
そのドラマは悲劇というよりは、

むしろ喜劇でした。

The drama was not so much
a tragedy as a comedy.

P272

185 彼はきわめて偉大な俳優です。
He is as great an actor

as ever lived.
P273
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186 学べば学ぶほど、それだけ知識が増える。
The more I study,
the more I know.

P276

187
彼は正直なので私達はよりいっそう
彼のことを尊敬しています。

We respect him all the more
for his honesty.

P277

188
彼は簡単な報告書も書けないのだから、

ましてや小説などとうてい書けるはずがない。

He can't write a simple report,
much(still)less a novel.

P278

189 私達の推測は多かれ少なかれ正しかった。
Our guess was more or less

correct.
P280

190
そのビデオカメラは私の手と同じくらいの

大きさしかない。

The video camera is no bigger
than my hand.

P281
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191
そこに着くまで、少なくとも３時間は

かかるだろう。

It will take at least
three hours to get there.

P286

192 ここに駐車してはいけません。 You can't park your car here. P114

193 その本を貸していただけませんか。 Could you lend me the book? P115

194 トイレをお借りしてもよろしいですか。 May I use your bathroom? P115

195 あなたはその会合に出席しなければならない。 You must attend the meeting. P116
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196 ここでくつを脱ぐ必要はありません。
You don't have to take off

your shoes here.
P118

197 あなたは毎日運動をすべきです。 You should exercise every day. P118

198 その事故のことを警察に通報しなさい。
You had better report the

accident to the police.
P119

199 それがたぶん一番よい解決策だろう。 That would be the best solution. P121

200 新しい仕事に全力を尽くすつもりです。 I will do my best in my new job. P123
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201 少しのあいだ静かにしていただけませんか。
Would you be quiet for a

minute?
P125

202
以前は仕事のあとにジムに行ったものだが、

今は行かない。

I used to go to gym after work,
but now I don't.

P127

203 彼はその店にカサを忘れたのかもしれない。
He could have left his umbrella

in the shop.
P130

204 彼は私にうそを言ったに違いない。 He must have told me a lie. P131

205 正午にはその試合は始まっていたはずだ。
The game should(ought to)have

started at noon.
P131
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206 あなたは７時に起きるべきだったのに。
You should have got up at

seven.
P132

207 彼女は多分、旅行の後で疲れているのだろう。
She may well be tired after

her trip.
P134

208
あんなものを買うなんて、お金を捨てる

ようなものだよ。

You might as well throw your
money away as buy such a

thing.
P135

209 あなたにはこの薬を飲むことが必要だ。
It is necessary that you should

take this medicine.
P137

210 そのホテルに泊まることをおススメします。
I suggest that you should stay

at the hotel.
P137
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211
もし十分な時間とお金があれば、
世界中を旅行するのになあ。

If I had enough time and
money, I would travel around

the world.
P334

212
もしその登山者が彼女を見つけていなかった

ら、彼女は死んでいただろう。

She would have died if the
climber had not found her.

P336

213
もしあの時あの薬を飲んでいたら、

私は今元気になっているかもしれないのに。

If I had taken the medicine
then,

I might be fine now.
P337

214 彼女の電話番号を知っていればなぁ。
I wish I knew her telephone

number.
P338

215 君はまるで幽霊でも見たかのような顔色だよ！
You look as if you had seen a

ghost.
P340
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216
もし宝くじにあたるような事があったら、

どうしますか。

If you were to win the lottery,
what would you do?

P343

217 もし僕が君なら、彼女をデートに誘うけどな。
Were I you, I would ask her for

a date.
P344

218
君のゴールがなかったら、
試合に負けていただろう。

Without your goal, we would
have lost the game.

P345

219
私達はしゃべるのをやめた。そうでなければ

先生は私達を叱っただろう。

We stopped talking; otherwise
our teacher would have scolded

us.
P346

220 もう新しい自転車を買ってもいい時期だよ。
It's time you bought a new

bicycle.
P348
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221
先生は私にイヤリングをしないようにと

言った。

My teacher told me not to wear
earrings.

P382

222
もう二度とジェットコースターには

乗らないよ。

I will never ride a roller coaster
again.

P383

223 公園には子供が１人もいなかった。
There were no children in the

park.
P384

224 彼にはそれほど才能があるとは思いません。 I don't think he is so talented. P385

225
私は彼の言っていることをほとんど理解

できなかった。

I could hardly understand
what he was saying.

P388
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226
イングランドがワールドカップで優勝

したことはめったにない。

England has seldom won the
World Cup.

P388

227
彼女へのプレゼントを買う時間は

ほとんどなかった。

I had little time to buy a present
for her.

P389

228 彼女がいつも私に同意するとは限らない。
She does not always agree with

me.
P390

229 その歌を聴くと私は泣かずにはいられない。
I cannot help crying when I

hear that song.
P393

230 赤ん坊というものは泣いてばかりいるものだ。 Babies do nothing but cry. P395
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231 彼は決してうそはつかない人でしょう。
He would be the last person to

tell a lie.
P396

232 彼の話は決して退屈ではなかった。
His story was anything but

boring.
P397

233
いったい全体誰がこんな時間に電話を

してくるんだ。

Who on earth is calling at this
hour?

P435

234 ここで待っていさえすればいいんだよ。 All you have to do is wait here. P439

235 私はこんなに美しい虹を一度も見た事がない。
Never have I seen such a

beautiful rainbow.
P440
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236 ほら、電車が来るよ。 Here comes the train. P442

237
この店の服は、私の意見では、

値段が高すぎる。

The clothes in this store, in my
opinion, are too expensive.

P444

238
運動のしすぎは、私は思うのですが、

健康によくないです。

Too much exercise, I think, is
bad for your health.

P445

239
彼はカナダでスキーをしている時に

左足を折った。

He broke his left leg while
skiing in Canada.

P447

240 彼女の親友リサは看護師だ。 Her best friend Lisa is a nurse. P449
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★High  Life  Low  Life      (Cambridge)★  
フェーズ 2 後のテキストはフェーズ１同様にリーディング 

のテキストになります。 

 

フェーズ１でもそうでしたが、フェーズ２でも英単語のレベル制限がされた 

リーディングテキストです。非常に数多く出版されていますが、 

数ある中でもフェーズ２で選ばれたのがこの High Life Low Life です。 

 

ストーリー性や使われている単語、あるいは文法などから判断して選んでいます。 

仮に過去に読んだことがある方も復習のつもりで今回再チャンレンジして下さい。 

  

実践方法  

ファーストステップ   (First  Step)  

まず１回通読して下さい。何の予備知識も入れず、辞書も使わずとにかく 

書いてある事を理解しようと努力しながら読んで下さい（既に過去読んだ事が 

ある方は再度辞書等使わず読み進めて下さい）。 

 

意味理解に意識を集中して下さい。意味理解ですが、 

日本語の綺麗な意訳で理解する必要はありません。 

 

出来れば英文をそのまま英語で捉えて欲しいですが、 

厳しい場合は日本語訳に置き換えても構いませんので、前から 

どんどん訳して行くあるいは理解していく事を意識して下さい。 

 

フェーズ１で直訳の訓練を行いましたが、あの時と同じように前から 

どんどん理解していく意識です。 

 

その時、初めから終わりまでどのぐらいの時間がかかったのかチェックして下さい。 

もちろん１日で読み切れない場合は何日かに分けても構いません。 

 

その場合も読んだ日には読み始めの時刻と読み終わった 

時刻を記載しておき、 終的に全て読み終わった段階で合計して 

どれぐらいの時間がかかったか把握して下さい。 
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更に大体で結構ですので、理解度を以下の５段階で評価して下さい。 

 

５：８０％～１００％の理解度で読む事が出来た。 

４：６０％～８０％未満の理解度で読む事が出来た。 

３：４０％～６０％未満の理解度で読む事が出来た。 

２：２０％～４０％未満の理解度で読む事が出来た。 

１：０％～２０％未満の理解度で読む事が出来た。 

 

そしてかかった時間と理解度評価をノートや直接テキストに記載して 

分かるようにしておいて下さい。 

 

セカンドステップ   (Second  Step)  

 

再度１回通読して下さい。 

今度は意味理解よりもスピードに意識を集中して下さい。 

 

その際に有効な事は目の動きを速くすることです。 

今回も辞書などは一切使わずに行って下さい。 

 

この時もファーストステップと同様に初めから終わりまで 

どのぐらいの時間がかかったのかチェックして下さい。もちろん１日で読み切れない 

場合は何日かに分けても構いません。その場合も読んだ日には読み始めの時刻と 

読み終わった時刻を記載しておき、 終的に全て読み終わった段階で合計してどれ

ぐらいの時間がかかったか把握して下さい。更に今回も大体で結構ですので、 

理解度を以下の５段階で評価して下さい。 

 

５：８０％～１００％の理解度で読む事が出来た。 

４：６０％～８０％未満の理解度で読む事が出来た。 

３：４０％～６０％未満の理解度で読む事が出来た。 

２：２０％～４０％未満の理解度で読む事が出来た。 

１：０％～２０％未満の理解度で読む事が出来た。 

 

今回の結果も時間・理解度評価共に、テキストやノートに分かるように記載 

しておいて下さい。 
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サードステップ   (Third  Step)  

今回はチャンキングを行って行きます。今まで行ってきた英文法の知識を 

使いながらスピーディーにどんどんチャンキングをして下さい。 

 

チャンキングとはあなたがこの物語を第三者に聞かせてあげるつもりで 

それぞれの文章に直接スラッシュマーク(/)を入れて文章をチャンクで 

区切る事です。 

 

チャンクとは復習になりますが、７＋－２でしたね。ですから５文字～９文字以内の文

章にスラッシュを入れて区切って下さい。 

 

当然ですが、意味不明の箇所で区切っては分かりにくくなります。 

またチャンキングの位置は人それぞれ違うケースも多々ありますので、稀に９文字を 

超えて１０文字～１２文字になるケースもあります。 

 

いずれにしても５文字～９文字以内に収まる基本を忘れずに、 

１つの塊で理解する、あるいは１つの塊で伝えるという事を意識しながら 

チャンキングを行って下さい。 

 

出来れば辞書なしで行って欲しいですが、意味が分からず区切りにくい 

場合など必要な場合は辞書を使用しても構いません。 

 

また文章によっては当然チャンキングする必要すら無い文章も 

出ています。 

 

今回は時間や評価などは一切に気にせずに進めて下さい。 
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フォースステップ   (Fourth  Step)  

チャンキングで区切った塊（チャンク）を１つ１つ丁寧に理解していきます。 

単語の意味が分からない場合は辞書を使い、文法的に分からない場合は 

フォレストを参考にしてまずは自分の力で理解してみて下さい。 

 

ここで全ての英文を１００％完璧に理解している必要もありません。 

もちろんそれは理想ですが、８０％ぐらいのレベルで理解している状態でも 

構いません。それでも分からない場合は必ずご質問下さい。 

 

フェーズ１ではページを指定してここで英文分析を行いましたが、 

前述したように高校の範囲まで及ぶと枝葉末節にこだわる傾向が 

でるのでここでは行いません。 

 

英文法は文の意味を理解する為に必要だという事を忘れないで下さい。 

不定詞の○○用法を見極める事が本質ではありません。 

 

英文分析を行わない代わりに、フェーズ２では 後のチャプターを全て 

直訳してもらいます。ご自身が意味の分かる程度に直訳をして下さい。 

 

Chapter 14 P76～P79 全て直訳して下さい。 

 

フィフスステップ   (Fifth  Step)  

リーディング 後の総仕上げです。ここでは通読１回をスピードと意味理解 

も同時に意識しながら読み進めて下さい。 

 

この時もファースト・セカンドステップ同様に初めから終わりまでどのぐらいの 

時間がかかったのかだけチェックして下さい。もちろん１日で読み切れない場合は 

何日かに分けても構いません。 

 

その場合も読んだ日には読み始めの時刻と読み終わった 

時刻を記載しておき、 終的に全て読み終わった段階で合計して 

どれぐらいの時間がかかったか把握して下さい。 
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またファースト・セカンドステップ同様に大体で結構ですので、 

理解度を以下の５段階で評価して下さい。 

 

５：８０％～１００％の理解度で読む事が出来た。 

４：６０％～８０％未満の理解度で読む事が出来た。 

３：４０％～６０％未満の理解度で読む事が出来た。 

２：２０％～４０％未満の理解度で読む事が出来た。 

１：０％～２０％未満の理解度で読む事が出来た。 

 

ファーストステップで計測した時間と理解度とフィフスステップで計測した時間と 

理解度の違いを比較してみて下さい。結構違いが出ているはずです。 

リーディングは前述しましたが、そのままリスニングにも通じますし、 

当然スピーキングやライティングにも通じてきます。 

 

是非頑張って下さい！ 
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フェーズ３   アドバンスレベルに向けて  

  

フェーズ 2 の終了お疲れ様でした。  

フェーズ１と 2 を終了されてスタートした時よりもかなり力は  

付いているはずです。  

  

ただし、今はもし完璧じゃないけどな・・・と感じていても構いません。  

  

フェーズ１でもお伝えしましが、  

英語の力が付くって実感が湧くのはいつも遅れてやってきます。  

  

あなたももしかしたらそんな経験があるかもしれませんが、直ぐに表れて  

くれません。でも信じてその成果が表れるのを待っていて下さい。  

きっと英語の実力が付いている実感が訪れることをお約束します。  

  

あと残り１つのステップです。  

  

もちろん残り１つの英語回路トレーニングが終わっても、英語が終りでは  

ありません。次は様々な実践での英語にどんどん触れていく機会を  

自ら作り出して行くことです。  

その為のとっかかりとして海外ドラマなども使用した方法をフェーズ３では  

お伝えしていきます。  

  

そうしなければ、せっかく鍛えた英語回路が宝の持ち腐れになります。  

実践の場に触れて行くと驚くほどの力が身についていきます。  

英語回路が実践の英語を吸収していくのです。これが身についてないと、ただの垂れ

流した状態に必ず陥り、実力が伸びません。  

  

是非一緒に頑張りましょう！  

それでは最後のフェーズ３   アドバンスレベルでお会いしましょう！  

  

Where  there  is  a  will,  there  is  a  way!  


