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GLJ 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  

対面セッションの手順  
  

英語回路トレーニングフェーズ１お疲れ様でした。 

これから英語回路トレーニングフェーズ２を進めていく過程で 

対面セッションの手順を基本的にフェーズ１と全く一緒ですが、 

念のためにお伝えします。 

 

これから英語回路トレーニングを進めていく過程で対面セッションの 

手順をお伝えします。このシステムではあなたの理解度等を完全に 

個別管理して状況をこちらで把握しながら、カスタマイズされたアドバイス等 

をやりとりする為のシステムです。是非最大限ご活用下さい。 

また対面セッション中以外にも何か疑問点などございましたら、 

いつでもどんな時でもお一人では絶対に悩まずにメールにてご相談下さい。 

 

対面セッションは英語回路トレーニングを通じて全部で 48 回行われます。 

平均して１週間に１回、早い人ですと 3 日に１回のペースで受ける方も 

いらっしゃいますが、基本的には１週間に１回のペースです。 

もちろんスピードや理解度には個人差がありますので、１週間に１回のペース 

が遅れても焦ることなくご自身のペースで進めてください。 

ただし、英語回路トレーニングはダラダラ長く実践するものではありません。 

今回行うトレーニングは長くても２年以内には終わらせるものです。 

そして早く実践の場へ旅立つ必要があります。遅すぎても返って非効率なのです。 

２年以内であれば、無償で対面セッションの対応はしていきますので 

ご安心下さい。もちろんペース配分なども状況を見てこちらからアドバイス 

をさせていただきます。 

 

また英語回路トレーニング終了以降も生涯サポート体制を整えております。 

英語回路トレーニングフェーズ１では合計 16 回のオンラインセッションが 

行われます。（フェーズ２：16 回・フェーズ３：16 回）１回につき、70〜75 分を 

予定しています。場合によっては少し延長してしまうケースもございますので 

予めご了承下さい。対面セッションのご予約はメールにてセッション予定日の3日前ま
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でにご予約下さい。また急な事情でセッション日をキャンセルあるいは変更したい場

合は速やかにご連絡下さい。基本的に当日キャンセルも受け付けますが、他のクライ

アントにご迷惑がかかるのでなるべく事前にお知らせ下さい。その他ご質問等も下記

メールアドレスにてお伺いしています。 

 

セッション受付時間帯：  

月曜日～金曜日：10 時～20 時（最終受付スタート時間） 

土曜日：10 時～16 時（最終受付スタート時間） 

日曜日：休み 

 

セッション時間：１回 70〜75 分間（若干延長するケースもございます） 

予約は基本的に先着で行います。 

予約キャンセル・変更当日：080-1025-8989 

（出られない場合がございますので、その際留守番電話に内容をお知らせ下さい） 

予約キャンセル・変更前日まで：メールにてお知らせ下さい。 

info@gljeigo.jp 

予約の際には日時のご希望をメールにて３つまでお知らせください。 

こちらから速やかに回答いたします。 

 

対面セッションで必要なもの  
 

１：英和辞書 or 英英辞書（既に使えるなら） 

現在お使いの辞書で結構ですのでご用意下さい。 

 

２：対面セッション手順テキスト 

現在お読みいただいているこのテキストをご用意下さい。 

 

３：各種テキスト及び筆記用具 

お手元にある英語回路トレーニングテキスト本テキストや 

今お読みいただいているセッション用テキスト、あるいはセッション時に 

行う時に必要なテキストをご用意下さい。 

また筆記用具もご用意ください。 
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対面セッションのタイミングと内容予定  
 

お互いセッション時間を１分でも無駄にしない為、これからセッションを 

受けるタイミングやセッションで行う内容の予定をお知らせします。 

 

セッション内容はクライアントの理解度等により時間配分も変わってきますので、 

あくまでも予定です。内容は適時、臨機応変に対応していく予定です。 

しかし予めセッション内容の予想が付くと、取り組みやすいと思いますので 

参考にしてください。 

 

そしてセッションを受けるタイミングごとにテキストの範囲などを記載しています。 

セッションだけでなく、ご自身で実践しているときの目安としても参考に 

なるからです。 

 

しかしこの範囲を終えている事は前提としていますが、 

必ずしも「１００％理解している」「完璧になっている」「100%指示された音読回数をこな

した」等々は前提としていません。 

 

本テキストにも記載していますが、完璧を求めずに 80%でも良しとする 

気持ちを忘れないでください。完璧を求めて頓挫するのは全くナンセンスです。 

 

完璧じゃないしな・・・ 

完全に終えていないしな・・・ 

 

という気持ちでも前に進めていくことの方が大切です。 

ある程度指定する範囲や指示が終わる状態になりましたら、直ぐにセッション 

予約を入れて指導を受けて下さい。 

 

 

更に実際のセッションまでに時間がある場合は次のセッション課題へ 

進んで結構です。 

 

実際のセッション中にそれまでの内容を復習するような形で更に 

記憶への定着を起こしますが、セッションが終了した後も少しだけ 

その間のセッション範囲を復習するようにして下さい。 
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対面セッション 1 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

英語回路トレーニングテキスト第一章（イングリッシュターゲットライフ） 

と第二章（イングリッシュターゲット設定）を読み終え英語目標ストーリー 

と箇条書き・時間管理目標が出来た時点 

フェーズ１でも行っていますが、フェーズ２でも同じように改めて作成 

して見て下さい。この時、フェーズ１と同様の内容となっても全く問題ありませ

ん。 

このパートはとても大切なので再度復習を行います。 

 

対面セッションで行う内容予定  

１：英語目標 

英語目標ストーリーを重要度の高い順に３つ教えて下さい 

（３つ以上ある場合は３つに絞ってお知らせください。 

また３つ未満の場合は全てお知らせ下さい）。 

 

更に選んだ３つの英語目標ストーリーの箇条書きを３つ教えて下さい。 

（３つ以上ある場合は３つに絞ってお知らせください。また３つ未満の場合 

は全てお知らせ下さい）。 

 

＊もし英語目標ストーリー及び箇条書きが個人的な内容で知られたく 

無い場合は重要度は低くても教えて良いもののみで結構です（お知らせ下さい）。 

また英語目標ストーリーや箇条書きにまで細かく記載しなければ、個人的な 

事でも教えて良い場合はそれをお知らせ下さい。 
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２：英語学習時間目標 

以下に示す英語学習時間の目標をお知らせ下さい。 

 

１：平日の目標学習時間 

２：土曜日の目標学習時間 

３：日曜日の目標学習時間 

４：月間の目標学習時間（平日＋土曜日＋日曜日の目標学習時間） 

５：年間の目標学習時間（月間の目標学習時間×１２） 

 

３：フェーズ２英語回路トレーニングの開始日時 

フェーズ２の英語回路トレーニングテキストの 

第三章（フェーズ２英語回路トレーニング）に基づいて、実際に各種テキスト 

を使用して行う英語回路トレーニングを始める日時（西暦・月・日）をお知らせ下さい。 
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対面セッション 2 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

ジングルズ 86 Day1～Day2 とフォレスト通読１回が終了し、 

フォレストの 2 回目の通読で次の範囲が終了した時点。 

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  

 

対面セッションで行う内容予定  

  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 
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１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 

 

３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 
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４：フォレスト指定範囲の文法説明 

以下に示すフォレストの文法内容をあなたの言葉で簡潔に 

私へ説明してください。例文を使ったり、フォレストのテキストに記載 

されている事を使っても構いません。内容をお知らせ下さい。 

 

１：名詞(P454)   とは何ですか？  

２：冠詞(P476)とは何ですか？  

３：代名詞(P496)とは何ですか？  

４：形容詞(P526)とは何ですか？  

５：副詞(P548)とは何ですか？  

６：前置詞(P564)とは何ですか？  

７：接続詞(P590)とは何ですか？  

５：フォレスト指定範囲の不明点 

フォレストの上記１番～７番目までの範囲で不明点があれば 

お知らせ下さい。 

 

６：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズ Day1～Day2 をセッションで実践していきます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 
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対面セッション 3 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

ジングルズ 86 Day3～Day4 とフォレストの 2 回目の通読で次の範囲 

が終了した時点。 

 

8:文の種類  P17  

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  

  

対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 
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１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 

 

３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

 

４：フォレスト指定範囲の文法説明 

以下に示すフォレストの文法内容をあなたの言葉で簡潔に 

私へ説明してください。例文を使ったり、フォレストのテキストに記載 

されている事を使っても構いません。内容をお知らせ下さい。 
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8:文の種類(P17)とは何ですか？  

9：動詞と文型(P32)とは何ですか？  

10：動詞と時制(P56)とは何ですか？  

11：完了形(P82)とは何ですか？  

12：分詞(P222)とは何ですか？  

13：不定詞(P168)とは何ですか？  

14：動名詞(P202)とは何ですか？  

５：フォレスト指定範囲の不明点 

フォレストの上記 8 番～14 番目までの範囲で不明点があれば 

お知らせ下さい。 

 

６：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズ Day3～Day4 をセッションで実践していきます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 
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対面セッション 4 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

ジングルズ 86 Day5～Day6 とフォレストの 2 回目の通読で次の範囲 

が終了した時点。 

 

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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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

 

４：フォレスト指定範囲の文法説明 

以下に示すフォレストの文法内容をあなたの言葉で簡潔に 

私へ説明してください。例文を使ったり、フォレストのテキストに記載 

されている事を使っても構いません。内容をお知らせ下さい。 

 

15：受動態(P144)とは何ですか？  

16：疑問詞と疑問文(P354)とは何ですか？  

17：関係詞(P290)とは何ですか？     

18：比較(P250)とは何ですか？  

19：助動詞(Ｐ110)とは何ですか？  

20：仮定法(Ｐ３３０)とは何ですか？  

21：否定(Ｐ３７８)とは何ですか？  

22：倒置・強調など(Ｐ４３２)とは何ですか？  

５：フォレスト指定範囲の不明点 

フォレストの上記１５番～２２番目までの範囲で不明点があれば 

お知らせ下さい。 

 
 
 
 
 
 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 	 	 	 	 	 GLJ英語回路トレーニング	 フェーズ３ 
 

 

15 
Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 

 

６：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズ Day5～Day6 をセッションで実践していきます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

  

対面セッション 5 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

１：ザ・ジングルズ Day７～Day８を終えた時点 

２：フォレスト指定箇所音読が以下の範囲で５回〜１０回を終えた時点。 

 

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)  



グローバルリンク・ジャパン株式会社 	 	 	 	 	 GLJ英語回路トレーニング	 フェーズ３ 
 

 

16 
Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 

 

  

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)  

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)  
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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)  

  

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)  
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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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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

 

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズ Day7～Day8 をセッションで実践していきます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレスト音読指定箇所 

フォレストの指定された箇所を音読実践していきます。 

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)  
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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)  

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)  
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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)  

  

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)  
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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  

  

7：フォレスト音読指定箇所不明点 

上記のフォレスト音読指定箇所内で不明点があればお知らせ下さい。 

  

対面セッション 6 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

１：ザ・ジングルズ Day９～Day１０を終えた時点 

２：フォレスト指定箇所音読が以下の範囲で５回〜１０回を終えた時点。 

 

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)  
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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)  

  

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)  
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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  

  

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     
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

 

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズ Day9～Day10 をセッションで実践していきます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレスト音読指定箇所 

フォレストの指定された箇所を音読実践していきます。 

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)  
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P70  Target  34  (3)  

P74  Target  36  (2)  

P77  Target  39     

P78  Target  41  (1)  

  

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     
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P180  Target  116  (2)  

P184  Target  119     

P185  Target  120  (2)  

  

P186  Target  121  

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     

  

  

7：フォレスト音読指定箇所不明点 

上記のフォレスト音読指定箇所内で不明点があればお知らせ下さい。 
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対面セッション 7 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

１：ザ・ジングルズ Day11～Day12 を終えた時点 

２：フォレスト指定箇所音読が以下の範囲で５回〜１０回を終えた時点。 

 

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)  

  

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  
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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     

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)  
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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)  

  

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)     
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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)  

P445  Target  329  (2)     

P447  Target  331  

P449  Target  332  

  

対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 
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３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 

 

３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

 

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズ Day11～Day12 をセッションで実践していきます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレスト音読指定箇所 

フォレストの指定された箇所を音読実践して行きます。 
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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)  

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)  
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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     

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     
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P132  Target  85     

P134  Target  88     

P135  Target  89  (2)     

P137  Target  91  (1)  

P137  Target  92  (1)  

  

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)     
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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)  

P445  Target  329  (2)     

P447  Target  331  

P449  Target  332  

  

7：フォレスト音読指定箇所不明点 

上記のフォレスト音読指定箇所内で不明点があればお知らせ下さい。 

  

  

対面セッション 8 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

  

１：ザ・ジングルズ Day13～Day14 を終えた時点 

２：フォレストチャンクアクティブ化 No.1～No.30 を終えた時点 

３：速読英単語  音読セットが以下に示す範囲で７回〜２５回を終えた時点 

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 

 

上記３点を終えた時点で対面セッションに入ってください。 

ザ・ジングルズは量が少ないので、２番目と３番目を終えるまで並行して 

トライしてください。  
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズ Day13～Day14 をセッションで実践していきます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレストチャンク 

フォレストチャンクアクティブ化で行なった No.1～No.30 

を以下に示しますので、チャンクアクティブ化を実践して行きます。 

 

1 私は紅茶よりコーヒーが好きです。	 

2 私の家族はみんなサッカーファンだ。	 

3 彼は私に役に立つ忠告を１つしてくれた。	 

4 私はいつの日かポルシェを買いたい。	 

5 
ピアノをひいている男の人はジムの	 

兄さんだよ。	 
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6 駅で兄の友人に会った。	 

7 ボウルの中にトマトが１つある。	 

8 昨夜私が見かけた流れ星は非常に明るかった。	 

9 何時に寝ますか？	 

10 このロープは１メートル２００円です。	 

11 忘れずに鍵をかけてきた？	 

12 
イングランドでは、バターはポンドで	 

買います。	 

13 彼らは結婚式に車でやって来た。	 

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。	 

15 その劇場への行き方を教えて下さい。	 

16 彼女は来月結婚するらしい。	 
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17 
これは誰のえんぴつ？	 

君の？	 

18 私は階段から落ちてけがをした。	 

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。	 

20 ここからその町までは２キロほどあります。	 

21 調子はどう？	 

22 その問題を解決するのは可能だと思った。	 

23 空港に着くまでに２時間かかります。	 

24 
人間の脳はチンパンジーの脳よりも	 

発達している。	 

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。	 

26 パイをもう１切れいかがですか。	 

27 
私の姉の１人は会社員で、もう１人は	 

学生です。	 
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28 私にも何か伝言がありますか？	 

29 
このクラスのどの生徒でも、その質問に答える

事ができる。	 

30 彼女はその事故で両足を骨折した。	 

 

7：フォレストチャンクアクティブ化数 

現在ご自身でアクティブ化していると自信を持って言える数 

はどれぐらいでしょうか？お知らせください。 

＊テキストのアクティブ化の定義をお読みいただきご回答下さい。 

 

８：速読英単語  

以下に示す速読英単語テキスト範囲の中に出てくる英文を音読実践します。 

 

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 

  

９：速読英単語音読時の脳の状態 

速読英単語のテキストを今回示す範囲内でそれぞれの音読のやり方で 

終えたと思いますが、その時の脳の状態を大体で結構ですので、 

以下の中からお知らせ下さい。 
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１：英文を読みながら、日本語訳にしている。 

２：英文を読みながら、英語のみで理解している。 

３：英文を読みながら、文章の情景をイメージしている。 

４：英文を読みながら、英語とイメージの両方で理解している。 

 

１０：速読英単語の不明点 

速読英単語のここまで実践してきた中で分からないことがあれば 

ご質問下さい。  

  

  

対面セッション 9 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

  

１：ザ・ジングルズ Day15～Day16 を終えた時点 

２：フォレストチャンクアクティブ化 No.31～No.60 を終えた時点 

３：速読英単語  音読セットが以下に示す範囲で７回〜２５回を終えた時点 

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 

 

上記３点を終えた時点で対面セッションに入ってください。 

ザ・ジングルズは量が少ないので、２番目と３番目を終えるまで並行して 

トライしてください。  
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズ Day15～Day16 をセッションで実践していきます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレストチャンク 

フォレストチャンクアクティブ化で行なった No.31～No.60 

を以下に示しますのでチャンクアクティブ化を実践して行きます。 

 

31 どちらのケーキをとってもいいですよ。	 

32 探していた本は、どちらも見つからなかった。	 

33 メンバーは全員、その提案に反対だった。	 

34 私達のだれも君の意見には同意しない。	 

35 
これらのコンピューターはどれも	 

アメリカ製です。	 
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36 学園祭にむけて、準備は万全だ。	 

37 何か冷たいものが飲みたい。	 

38 私は窓を開けたままにしておいた。	 

39 今朝７時、ジュディーは事務所に１人でいた。	 

40 これが正解だと私は確信している。	 

41 君が次の会議に出席するのは可能ですか。	 

42 私はこんなあらしは見た事がない。	 

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。	 

44 そのポットには十分な量の水が入っていない。	 

45 彼女は私の助言を本気で聞き入れてくれた。	 

46 私の姉は２階に行きました。	 
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47 宿題はもうほとんど終わっています。	 

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。	 

49 私はあの歌を聞いたことがある。	 

50 私は知っている、彼を良く。	 

51 私は良く図書館に行きますし、姉もそうです。	 

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。	 

53 会議はふつうは１０時に始まる。	 

54 私は１９９１年に初めてドイツを訪れた。	 

55 テーブルの上のおもちゃを取ってきなさい。	 

56 私は７月２４日から休暇を取ります。	 

57 名札をかばんに付けてくださいね。	 
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58 その列車はすでに博多へ向けて出発した。	 

59 部員全員がその式典に出席した。	 

60 
ジェーンの隣に立っているあの男が	 

スコットだ。	 

 

 

7：フォレストチャンクアクティブ化数 

現在ご自身でアクティブ化していると自信を持って言える数 

はどれぐらいでしょうか？お知らせください。 

＊テキストのアクティブ化の定義をお読みいただきご回答下さい。 

 

８：速読英単語  

以下に示す速読英単語テキスト範囲の中に出てくる英文を全て、 

音読実践していきます。 

 

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 

  

９：速読英単語音読時の脳の状態 

速読英単語のテキストを今回示す範囲内でそれぞれの音読のやり方で 

終えたと思いますが、その時の脳の状態を大体で結構ですので、 

以下の中からお知らせ下さい。 
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１：英文を読みながら、日本語訳にしている。 

２：英文を読みながら、英語のみで理解している。 

３：英文を読みながら、文章の情景をイメージしている。 

４：英文を読みながら、英語とイメージの両方で理解している。 

 

１０：速読英単語の不明点 

速読英単語のここまで実践してきた中で分からないことがあれば 

ご質問下さい。  

  

  

対面セッション１0 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

  

１：ザ・ジングルズ Day17～Day18 を終えた時点 

２：フォレストチャンクアクティブ化 No.61～No.90 を終えた時点 

３：速読英単語  音読セットが以下に示す範囲で７回〜２５回を終えた時点 

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 

 

上記３点を終えた時点で対面セッションに入ってください。 

ザ・ジングルズは量が少ないので、２番目と３番目を終えるまで並行して 

トライしてください。  
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズの Day17～Day18 を実践して行きます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレストチャンク 

フォレストチャンクアクティブ化で行なった No.61～No.90 

を以下に示しますので、チャンクアクティブ化を実践して行きます。 

 

61 私は夜中の１２時まで彼からの電話を待った。	 

62 一緒に来て下さい。	 

63 彼らは事故のことについて話していました。	 

64 すぐに台所から出て来なさい。	 

65 彼は群衆の中に消えた。	 
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66 ゲーリーが到着して私達はゲームを始めた。	 

67 私はこの夏、香港かシンガポールに行きたい。	 

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。	 

69 彼は英語だけでなくスペイン語も話す。	 

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。	 

71 ビルが入試に合格したのは本当です。	 

72 
彼女は私達に何か飲むものが欲しいかと	 

尋ねた。	 

73 
公園をジョギングしているあいだに、	 

財布を見つけた。	 

74 私は５歳の時からここに住んでいます。	 

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。	 

76 
熱があるのだから、今夜は家にいたほうが	 

いいよ。	 
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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。	 

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。	 

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。	 

80 私の知る限りでは、彼に罪はない。	 

81 私が遅れたら、私抜きで始めて下さい。	 

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！	 

83 彼はほほえんだ。	 

84 その映画は面白かった。	 

85 私たちは教室を掃除した。	 

86 父は私に腕時計を買ってくれた。	 

87 彼らは私を怒らせた。	 
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88 彼は喫茶店を経営している。	 

89 私たちは彼の計画について議論した。	 

90 あなたの言う事に同意しません。	 

 

  

7：フォレストチャンクアクティブ化数 

現在ご自身でアクティブ化していると自信を持って言える数 

はどれぐらいでしょうか？お知らせください。 

＊テキストのアクティブ化の定義をお読みいただきご回答下さい。 

 

８：速読英単語  

以下に示す速読英単語テキスト範囲の中に出てくる英文を音読実践します。 

 

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 

  

９：速読英単語音読時の脳の状態 

速読英単語のテキストを今回示す範囲内でそれぞれの音読のやり方で 

終えたと思いますが、その時の脳の状態を大体で結構ですので、 

以下の中からお知らせ下さい。 
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１：英文を読みながら、日本語訳にしている。 

２：英文を読みながら、英語のみで理解している。 

３：英文を読みながら、文章の情景をイメージしている。 

４：英文を読みながら、英語とイメージの両方で理解している。 

 

１０：速読英単語の不明点 

速読英単語のここまで実践してきた中で分からないことがあれば 

ご質問下さい。  

  

  

  

対面セッション 1１回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

 

１：ザ・ジングルズ Day19～Day20 を終えた時点 

２：フォレストチャンクアクティブ化 No.91～No.120 を終えた時点 

３：速読英単語  音読セットが以下に示す範囲で７回〜２５回を終えた時点 

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） 

 

上記３点を終えた時点で対面セッションに入ってください。 

ザ・ジングルズは量が少ないので、２番目と３番目を終えるまで並行して 

トライしてください。  
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズの Day19～Day20 を実践して行きます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレストチャンク 

フォレストチャンクアクティブ化で行なった No.91～No.120 

を以下に示しますので、チャンクアクティブ化を実践して行きます。 

 

91 マイクは野球の試合でけがをした。	 

92 彼は私においしい料理を作ってくれた。	 

93 
あなたは彼のお兄さんをかっこいいと	 

思うでしょう。	 

94 彼女は今、ピアノをひいています。	 

95 私はたいてい自転車で通学した。	 
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96 正午ごろ、私はテレビを見ていた。	 

97 明日返事をします。	 

98 雨がふるだろう。	 

99 明日晴れたら、泳ぎに行こうよ。	 

100 私達が乗る飛行機は１１時４５分に出発する。	 

101 サッカーの試合が始まろうとしている。	 

102 子供のころからポールとは知り合いだ。	 

103 
ヘンリーはちょうど宿題をやり終えた	 

ところです。	 

104 私は２度、ロンドンを訪れた事がある。	 

105 
私たちは、１９９２年からこの家に	 

住んでいます。	 

106 ここでどのぐらい待っているのですか。	 
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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。	 

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。	 

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。	 

110 あそこで絵を描いている少女は誰ですか。	 

111 彼の目は閉じられたままだ。	 

112 彼らは笑いながらその部屋に入って行った。	 

113 彼は私を４０分間待たせた。	 

114 そのコメデアンは人々を笑わせた。	 

115 私は電車のドアに指をはさまれた。	 

116 
私は小さな女の子が母親にしかられる	 

のを見た。	 

117 
飛行機から見ると、その島は船のように	 

見える。	 
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118 
何を言えばよいのか分からず、	 

彼は黙っていた。	 

119 率直に言って、この仕事は退屈だと思う。	 

120 
その犬は舌をだらっとたらして	 

そこに座っていた。	 

  

  

7：フォレストチャンクアクティブ化数 

現在ご自身でアクティブ化していると自信を持って言える数 

はどれぐらいでしょうか？お知らせください。 

＊テキストのアクティブ化の定義をお読みいただきご回答下さい。 

 

８：速読英単語  

以下に示す速読英単語テキスト範囲の中に出てくる英文を音読実践します。 

 

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） 

  

９：速読英単語音読時の脳の状態 

速読英単語のテキストを今回示す範囲内でそれぞれの音読のやり方で 

終えたと思いますが、その時の脳の状態を大体で結構ですので、 

以下の中からお知らせ下さい。 
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１：英文を読みながら、日本語訳にしている。 

２：英文を読みながら、英語のみで理解している。 

３：英文を読みながら、文章の情景をイメージしている。 

４：英文を読みながら、英語とイメージの両方で理解している。 

 

１０：速読英単語の不明点 

速読英単語のここまで実践してきた中で分からないことがあれば 

ご質問下さい。  

  

  

  

対面セッション１2 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

 

１：ザ・ジングルズ Day21～Day22 を終えた時点 

２：フォレストチャンクアクティブ化 No.121～No.150 を終えた時点 

３：速読英単語  音読セットが以下に示す範囲で７回〜２５回を終えた時点 

P114 21 サッカーの起源（１） 

P118 22 サッカーの起源（２） 

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） 

 

上記３点を終えた時点で対面セッションに入ってください。 

ザ・ジングルズは量が少ないので、２番目と３番目を終えるまで並行して 

トライしてください。  
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズの Day21～Day22 を実践して行きます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレストチャンク 

フォレストチャンクアクティブ化で行なった No.121～No.150 

を以下に示しますので、チャンクアクティブ化を実践して行きます。 

 

121 運転免許を持っていると便利だ。	 

122 
サムは友人をつくることは簡単だと	 

思っている。	 

123 何か書く物を持っていますか？	 

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。	 

125 母は私にもっと野采を食べるようにと言った。	 
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126 彼は二度と遅刻しないと約束した。	 

127 私の計画を説明させてください。	 

128 私はその男の子が転ぶのを見た。	 

129 私をひとりにしておいて欲しい。	 

130 このカレーは私が食べるには辛すぎる。	 

131 彼女は親切にも私の荷物を運んでくれた。	 

132 
あなたは自分の子供たちに泳ぎ方を	 

教えるべきです。	 

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。	 

134 私の祖父はゴルフをするのが好きだ。	 

135 彼の趣味は切手を集める事だ。	 

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。	 
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137 
その男の子は自分で朝食を作ることに	 

慣れている。	 

138 彼女に会うのを忘れないでね。	 

139 ドアのカギをかけたことを覚えていますか。	 

140 
私は一人で旅行することを不安に	 

思っている。	 

141 この寺は約 500 年前に建てられた。	 

142 その競技場は現在建設中です。	 

143 誰がそのパーティーに招待されましたか。	 

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。	 

145 
サッカーをしていた時に私のメガネ	 

が壊れた。	 

146 
あそこにあるあの建物は何。	 

市役所だよ。	 

147 
誰を招待するつもりなの？	 

アンとナンシーだよ。	 
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148 
これはだれの靴？	 

ぼくのだよ。	 

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。	 

150 
どうやって通学していますか？	 

バスを使っています。	 

  

  

7：フォレストチャンクアクティブ化数 

現在ご自身でアクティブ化していると自信を持って言える数 

はどれぐらいでしょうか？お知らせください。 

＊テキストのアクティブ化の定義をお読みいただきご回答下さい。 

 

８：速読英単語  

 

以下に示す速読英単語テキスト範囲の中に出てくる英文を音読実践します。 

 

P114 21 サッカーの起源（１） 

P118 22 サッカーの起源（２） 

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） 

  

９：速読英単語音読時の脳の状態 

速読英単語のテキストを今回示す範囲内でそれぞれの音読のやり方で 

終えたと思いますが、その時の脳の状態を大体で結構ですので、 

以下の中からお知らせ下さい。 
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１：英文を読みながら、日本語訳にしている。 

２：英文を読みながら、英語のみで理解している。 

３：英文を読みながら、文章の情景をイメージしている。 

４：英文を読みながら、英語とイメージの両方で理解している。 

 

１０：速読英単語の不明点 

速読英単語のここまで実践してきた中で分からないことがあれば 

ご質問下さい。  

  

  

対面セッション１3 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

 

１：ザ・ジングルズ Day23～Day24 を終えた時点 

２：フォレストチャンクアクティブ化 No.151～No.180 を終えた時点 

３：速読英単語  音読セットが以下に示す範囲で７回〜２５回を終えた時点 

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） 

 

上記３点を終えた時点で対面セッションに入ってください。 

ザ・ジングルズは量が少ないので、２番目と３番目を終えるまで並行して 

トライしてください。  
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズの Day23～Day24 を実践して行きます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレストチャンク 

フォレストチャンクアクティブ化で行なった No.151～No.180 

を以下に示しますので、チャンクアクティブ化を実践して行きます。 

 

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。	 

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。	 

153 
その映画がいつ始まるのか教えて	 

くれませんか。	 

154 
窓を開けてもいいかな。	 

どうぞ。	 

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。	 
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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？	 

157 
テレビゲームには興味がないんだ。	 

そうなんだ。	 

158 なぜ警察はここに来たのですか？	 

159 どうして妹さんを連れてこなかったの？	 

160 私にはボストンに住んでいる友人がいます。	 

161 私はジャズがテーマの本を探しています。	 

162 これは私が生まれた町だ。	 

163 この腕時計はまさに私が欲しかったものだ！	 

164 これが私のおばが働いている病院です。	 

165 地球上に恐竜が生きていた時代がありました。	 

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。	 
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167 
そのようにして、彼はビジネスに	 

成功したのです。	 

168 好きなものを何でも注文していいよ。	 

169 
そのテーブルを君の好きな場所に	 

置きなさい。	 

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。	 

171 
どんあに疲れていても、	 

彼女は笑顔を絶やさない。	 

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。	 

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。	 

174 この音楽がいわゆるラップです。	 

175 私の弟は私の父と同じくらいの身長です。	 

176 
私はあなたと同じくらいの数の本を	 

持っています。	 

177 できるだけ早く医者を呼んでくれ！	 
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178 この石はあの石よりも重い。	 

179 この車はあの車ほど値段は高くない。	 

180 彼は実際の年齢よりずっと若く見える。	 

  

  

7：フォレストチャンクアクティブ化数 

現在ご自身でアクティブ化していると自信を持って言える数 

はどれぐらいでしょうか？お知らせください。 

＊テキストのアクティブ化の定義をお読みいただきご回答下さい。 

 

８：速読英単語  

以下に示す速読英単語テキスト範囲の中に出てくる英文を音読実践します。 

 

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） 

  

９：速読英単語音読時の脳の状態 

速読英単語のテキストを今回示す範囲内でそれぞれの音読のやり方で 

終えたと思いますが、その時の脳の状態を大体で結構ですので、 

以下の中からお知らせ下さい。 
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１：英文を読みながら、日本語訳にしている。 

２：英文を読みながら、英語のみで理解している。 

３：英文を読みながら、文章の情景をイメージしている。 

４：英文を読みながら、英語とイメージの両方で理解している。 

 

１０：速読英単語の不明点 

速読英単語のここまで実践してきた中で分からないことがあれば 

ご質問下さい。  

  

  

  

対面セッション１4 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

 

１：ザ・ジングルズ Day25～Day26 を終えた時点 

２：フォレストチャンクアクティブ化 No.181～No.210 を終えた時点 

３：速読英単語  音読セットが以下に示す範囲で７回〜２５回を終えた時点 

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） 

 

上記３点を終えた時点で対面セッションに入ってください。 

ザ・ジングルズは量が少ないので、２番目と３番目を終えるまで並行して 

トライしてください。  
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 	 	 	 	 	 GLJ英語回路トレーニング	 フェーズ３ 
 

 

76 
Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 

 

３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズの Day25～Day26 を実践して行きます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレストチャンク 

フォレストチャンクアクティブ化で行なった No.181～No.210 

を以下に示しますので、チャンクアクティブ化を実践して行きます。 

 

181 彼女はこの国で抜群に歌のうまい歌手だ。	 

182 
ここはこのホテルでもっとも良い部屋	 

の１つです。	 

183 アラスカより大きな州は合衆国にない。	 

184 
そのドラマは悲劇というよりは、	 

むしろ喜劇でした。	 

185 彼はきわめて偉大な俳優です。	 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 	 	 	 	 	 GLJ英語回路トレーニング	 フェーズ３ 
 

 

77 
Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 

 

186 学べば学ぶほど、それだけ知識が増える。	 

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。	 

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。	 

189 私達の推測は多かれ少なかれ正しかった。	 

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。	 

191 
そこに着くまで、少なくとも３時間は	 

かかるだろう。	 

192 ここに駐車してはいけません。	 

193 その本を貸していただけませんか。	 

194 トイレをお借りしてもよろしいですか。	 

195 あなたはその会合に出席しなければならない。	 

196 ここでくつを脱ぐ必要はありません。	 
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197 あなたは毎日運動をすべきです。	 

198 その事故のことを警察に通報しなさい。	 

199 それがたぶん一番よい解決策だろう。	 

200 新しい仕事に全力を尽くすつもりです。	 

201 少しのあいだ静かにしていただけませんか。	 

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。	 

203 彼はその店にカサを忘れたのかもしれない。	 

204 彼は私にうそを言ったに違いない。	 

205 正午にはその試合は始まっていたはずだ。	 

206 あなたは７時に起きるべきだったのに。	 

207 彼女は多分、旅行の後で疲れているのだろう。	 
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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。	 

209 あなたにはこの薬を飲むことが必要だ。	 

210 そのホテルに泊まることをおススメします。	 

 

 

7：フォレストチャンクアクティブ化数 

現在ご自身でアクティブ化していると自信を持って言える数 

はどれぐらいでしょうか？お知らせください。 

＊テキストのアクティブ化の定義をお読みいただきご回答下さい。 

 

８：速読英単語  

以下に示す速読英単語テキスト範囲の中に出てくる英文を音読実践します。 

 

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） 

  

９：速読英単語音読時の脳の状態 

速読英単語のテキストを今回示す範囲内でそれぞれの音読のやり方で 

終えたと思いますが、その時の脳の状態を大体で結構ですので、 

以下の中からお知らせ下さい。 

 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 	 	 	 	 	 GLJ英語回路トレーニング	 フェーズ３ 
 

 

80 
Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 

 

１：英文を読みながら、日本語訳にしている。 

２：英文を読みながら、英語のみで理解している。 

３：英文を読みながら、文章の情景をイメージしている。 

４：英文を読みながら、英語とイメージの両方で理解している。 

 

１０：速読英単語の不明点 

速読英単語のここまで実践してきた中で分からないことがあれば 

ご質問下さい。  

  

  

  

対面セッション１5 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

１：ザ・ジングルズ Day27～Day28 を終えた時点 

２：フォレストチャンクアクティブ化 No.211～No.240 を終えた時点 

３：速読英単語  音読セットが以下に示す範囲で７回〜２５回を終えた時点 

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） 

 

上記３点を終えた時点で対面セッションに入ってください。 

ザ・ジングルズは量が少ないので、２番目と３番目を終えるまで並行して 

トライしてください。  
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対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 
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３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズの Day27～Day28 を実践して行きます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 

６：フォレストチャンク 

フォレストチャンクアクティブ化で行なった No.211～No.240 

を以下に示しますので、チャンクアクティブ化を実践して行きます。 

 

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。	 

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。	 

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。	 

214 彼女の電話番号を知っていればなぁ。	 

215 
君はまるで幽霊でも見たかのような顔色だ

よ！	 
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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。	 

217 もし僕が君なら、彼女をデートに誘うけどな。	 

218 
君のゴールがなかったら、	 

試合に負けていただろう。	 

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。	 

220 もう新しい自転車を買ってもいい時期だよ。	 

221 
先生は私にイヤリングをしないようにと	 

言った。	 

222 
もう二度とジェットコースターには	 

乗らないよ。	 

223 公園には子供が１人もいなかった。	 

224 彼にはそれほど才能があるとは思いません。	 

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。	 

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。	 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 	 	 	 	 	 GLJ英語回路トレーニング	 フェーズ３ 
 

 

84 
Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 

 

227 
彼女へのプレゼントを買う時間は	 

ほとんどなかった。	 

228 彼女がいつも私に同意するとは限らない。	 

229 その歌を聴くと私は泣かずにはいられない。	 

230 赤ん坊というものは泣いてばかりいるものだ。	 

231 彼は決してうそはつかない人でしょう。	 

232 彼の話は決して退屈ではなかった。	 

233 
いったい全体誰がこんな時間に電話を	 

してくるんだ。	 

234 ここで待っていさえすればいいんだよ。	 

235 私はこんなに美しい虹を一度も見た事がない。	 

236 ほら、電車が来るよ。	 

237 
この店の服は、私の意見では、	 

値段が高すぎる。	 
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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。	 

239 
彼はカナダでスキーをしている時に	 

左足を折った。	 

240 彼女の親友リサは看護師だ。	 

  

  

7：フォレストチャンクアクティブ化数 

現在ご自身でアクティブ化していると自信を持って言える数 

はどれぐらいでしょうか？お知らせください。 

＊テキストのアクティブ化の定義をお読みいただきご回答下さい。 

 

８：速読英単語  

以下に示す速読英単語テキスト範囲の中に出てくる英文を音読実践します。 

 

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） 

  

９：速読英単語音読時の脳の状態 

速読英単語のテキストを今回示す範囲内でそれぞれの音読のやり方で 

終えたと思いますが、その時の脳の状態を大体で結構ですので、 

以下の中からお知らせ下さい。 
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１：英文を読みながら、日本語訳にしている。 

２：英文を読みながら、英語のみで理解している。 

３：英文を読みながら、文章の情景をイメージしている。 

４：英文を読みながら、英語とイメージの両方で理解している。 

 

１０：速読英単語の不明点 

速読英単語のここまで実践してきた中で分からないことがあれば 

ご質問下さい。  

  

  

  

対面セッション１6 回目  
  

対面セッションを受けるタイミング  

  

１：ザ・ジングルズ Day29～Day30 を終えた時点 

２：High Life Low Life ファーストステップ～フィフスステップ終了時点  

上記２つを両方終えた時点。ザ・ジングルズは量が少ないので、 

２番目を終えるまで並行してトライしてください。 

  

対面セッションで行う内容予定  

１：５つの習慣実践状況 

イングリッシュターゲットライフに出てきた５つの習慣の実践状況 

を以下の内容に基づきご報告下さい。 

 

EX： 

アファメーション：ほぼ毎日実践している 

英語目標と本日の英語学習予定を確認する：時々実践している 

 

１：アファメーション 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 
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全く実践できていない） 

 

２：英語目標と本日の英語学習予定を確認する 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

３：当日の反省と翌日の英語学習計画 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

４：英語日記と英語的日本語日記 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

５：アンカリング 

（毎日実践している・ほぼ毎日実践している・時々実践している・ 

全く実践できていない） 

 

２：英語目標ストーリーの箇条書き 

３つの英語目標ストーリー３つの箇条書きしたものをご報告下さい。 

（前回と同じでも構いません） 

 

３：現在の累計英語学習時間 

現在までの月の累計時間とトータルの累計時間をお知らせください。 

  

４：ザ・ジングルズ 

ザ・ジングルズの Day29～Day30 を実践して行きます。 

 

５：ザ・ジングルズ不明点 

ザ・ジングルズテキストを実践した中で不明点があればご質問ください。 

もし無ければそのまま次にお進み下さい。 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 	 	 	 	 	 GLJ英語回路トレーニング	 フェーズ３ 
 

 

88 
Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 

 

6：High Life Low Life ファーストステップ 

読み終えるまでにかかったトータルの時間をお知らせ下さい。 

 

更に理解度を以下の選択肢からお選びいただきお知らせ下さい。 

 
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。 

 

7：High Life Low Life セカンドステップ 

 
読み終えるまでにかかったトータルの時間をお知らせ下さい。 

 

更に理解度を以下の選択肢からお選びいただきお知らせ下さい。 

 
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。 

 

8：High Life Low Life フォースステップ 

 
指定された直訳を実践します（その他の範囲も時間があれば行います）。 

Chapter 14 P76～P79  
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9：High Life Low Life フィフスステップ 

読み終えるまでにかかったトータルの時間をお知らせ下さい。 

 

更に理解度を以下の選択肢からお選びいただきお知らせ下さい。 

 
 
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。 

 

10：High Life Low Life不明点  

High Life Low Life のリーディング等をフォースステップから 

フィフスステップまで行いましたが、その中で分からないことなどござい 

ましたらご質問下さい。 

  

フェーズ２のインターミディエイトレベルセッションは以上となります。 

大変だったかもしれませんが、良く頑張ってくれました。 

 

英語回路を創り出すまであと１ステップです。 

特にフェーズ３のアドバスレベルは英文をイメージで捉える力など 

が登場してきます。もう一息です。 

 

それでは最後のフェーズ３アドバンスレベルでまたお会いしましょう。 

 

是非一緒に頑張りましょう！ 

 

ありがとうございました！ 

Where there is a will, there is a way! 
 


