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GLJ 英語回路トレーニング  

～フェーズ３  Advance  Level～  
 

GLJ 英語回路トレーニング  フェーズ 3  

 

GLJ 英語回路トレーニングフェーズ 2 を終了されたあなたへ。 

お疲れ様でした。 

いよいよ 後のフェーズに入ります。 

 

英語回路を創るトレーニングも残り１つのフェーズとなりました。 

あなたはここまでフェーズ１で基礎をしっかり固め、フェーズ２で更に強固に 

してきました。 

 

そして 後のフェーズになりますが、全てのフェーズを通して一貫して 

お伝えしたい事は完璧な理解など必要ありませんという事です。 

 

後のフェーズでは今までフェーズ１とフェーズ２で行ってきた 

英文法の知識をもっと簡単に理解できるようにイメージで捉える 

方法を記載しながら、英単語のアクティブ化などへと入ります。 

 

ただし、その前に既に予想されているかも知れませんが、 

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の 

復習を行って下さい。 

 

フェーズ１とフェーズ２を通して 低２度は読まれたと思いますが、 

生涯で英語や英会話と向き合い様々な事を考える時間は 

これが 後になるかも知れません。 

是非もう一度しっかり読んで復習して下さい。 
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それでは、フェーズ１・フェーズ２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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目次  

 

Ⅰ：イングリッシュターゲットライフ  

① Custom 習慣  

② Environment 環境  

③ Mind  気持ち  

 

Ⅱ：イングリッシュターゲット設定  

①	 実践英語の目標  

②	 音読回数・チャンク(英単語)アクティブ化数  

③	 英語学習時間  

 

Ⅲ：英語回路トレーニング  

フェーズ３：アドバンスレベル  

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ﾌﾞにする為、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。 

 

どうぞ５つの習慣は日々の生活で習慣づけて、他に出てきたワークも 

積極的に行なってください。 
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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。 

 

これから英語回路を構築する為に様々な 後の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、やはりあまりプラスに 

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といって、英文を適当な長さのチャンクに区切る 

際にも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、 

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。 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

60 
 

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。 

 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

75 
 

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 3：Advance  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３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 87  

DUO3.0  

イメージ化英文法   【本テキスト】  

基本動詞イメージコア【本テキスト】  

速読英単語   必修編   【ＣＤ教材含む】(フェーズ２で使用)  

英語の耳になるリスニング 50 のルール  

 

＊	 補助実践テキスト 

フレンズＤＶＤ 

補助実践テキストとしてフレンズＤＶＤをご用意しました。 

こちらは実践英語の領域となります。基本的に速読英単語の必修編までを終

えたあなたは基礎ベースの英語回路が出来上がっています。後は実践でその

力を磨いていくだけです。その為のとっかかりとして英語の耳になるリスニング

50 のルールで独特な英語の音を理解した後にフレンズＤＶＤを使ったやり方も 

後にお伝えします。 
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これらのテキストは今までのフェーズ同様に、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  87（Ｄａｙ1～Ｄａｙ10）  

ＤＵＯ３．０  

  

★Second★  

ザ・ジングルズ   ８7(Day11～P   Day３０)  

イメージ化英文法（このテキスト）  

基本動詞イメージコア（このテキスト）  

速読英単語   必修編   【ＣＤ教材含む】  

英語の耳になる  リスニング５０のルール  

  

★補足実践英語教材★  

フレンズＤＶＤ  

 

ザ・ジングルズ 87 と DUO3.0 を同時に行い、 

DUO3.0 を終えてからザ・ジングルズ 87・イメージ化英文法・基本動詞イメージコア・ 

速読英単語・英語の耳になるリスニング 50 のルールの指定範囲に取り組んで下さい。
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ここまで終えれば基本的にあなたに英語回路が 

身についているはずです。 

 

その後は巻末に載せている実践英語の世界、フレンズＤＶＤで 

更に磨きをかけて下さい。 

 

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  87  10％  

DUO  3.0      90％  

 

例えば１時間の英語学習時間があるなら、約 5 分を 

ザ・ジングルズ 87 にかけ、残りの約 55 分を DUO 3.0 にかけて下さい。 

 

ザ・ジングルズ   ８7   １0%  

イメージ化英文法（このテキスト）   15％  

基本動詞イメージコア（このテキスト）15％  

速読英単語   必修編   【ＣＤ教材含む】   40%  

英語の耳になる  リスニング５０のルール 20% 

 

例えば１時間の英語学習時間があるなら、約５分をザ・ジングルズ 87 に 

かけ、約１０分をイメージ化英文法、もう１０分を基本動詞イメージコアにかけ、 

後の２０分を速読英単語、１５分を英語の耳になるリスニング 50 のルール 

にかけて下さい。 
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★補足実践英語教材★  

フレンズＤＶＤ   100%  

 

繰り返しますが、既に速読英単語必修編または英語の耳になるリスニング 50 のルー

ルまでのテキストを終えれば、基本的な英語回路は身についているはずです。 

 

そして実践の場へ旅立つ為に 後の総仕上げとして 

実践方法を元にフレンズ DVD を１００％実践するようにして下さい。 

 

これは英語学習の時間を確保できるならその時間の全てをこの実践に 

取りかかるということです。 

 

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。 

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８７   ★  
 

フェーズ１ではレベル 85 に挑戦してもらい、フェーズ２では 

レベル 86 に挑戦してもらいました。そしてフェーズ３ではいよいよ 

後のレベル 87 に挑戦してもらいます。 

 

フェーズ１・フェーズ２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。 

 

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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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、その数では全然足りません。 

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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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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★DUO  3.0★  
 

いよいよ 後のフェーズで英単語のアクティブ化を行います。 

 

ここまでのフェーズでアクティブ化している英単語も結構あると 

思います。よって DUO 3.0 の中にも知っているものがあるとは 

思いますが、改めてそのような英単語は復習の意味でトライして下さい。 

 

DUO 3.0 は非常に優れたテキストです。 

 

そしてここに出ている英単語や熟語は全てアクティブ化 

している必要があるものばかりです。 

 

 

DUO  3.0 実践方法  

１：1 日で覚える単語数を決める。  

⇒１日で覚える英単語の数を決めます。これはまず実践してみないと 

 どれぐらいの数を覚えられるか分からないので、１０個程度から覚える 

 ようにして下さい。そして時間との兼ね合いを見て、まだいけそうであれば 

 更に個数を増やして下さい（覚えようと思って取り組まないと人間は中々記憶に 

 定着しません）。 

 

２：各文章をオーラリングで音読しながら英単語を覚える。  

⇒それぞれの英単語を使った例文が出ています。 

 この例文をオーラリングで音読しながら（2、3 語の塊で読む） 

 意味を理解して下さい。意味を理解出来ない時はその下に出ている 

 英単語の対訳を参考にして下さい（英文全体の意訳も出ていますが、 

 この意訳はなるべく参考にしないで下さい）。 

 

 オーラリングしながら文章の意味を捉えることができるようになったら、 

 下に出て来る英単語の意味を暗記して下さい（暗記しているのと意味理解 

 しているのでは違います）。 
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 英単語はそれぞれ左側に単語が並び、右側の対の日本語があります。 

  

 右側の日本語を紙で隠し英単語（熟語）を音読しながら右側の日本語を 

 見て覚えて行きます。この時、右側の日本語は素早く出てくるまで覚えて下さい。 

  

 この時覚える日本語は青字で書かれているものだけでＯＫです。 

 それ以外は無視して下さい。スピードが遅い場合は英単語を見て日本語訳が 

 出てくる状態になりますが、復習を重ねてスピードが上がると自然と 

 頭の中から日本語訳が消えて行きます。 

  

 またあえて日本語訳にしなくても意味が理解できるなら日本語訳を 

 参考にする必要もありません。 

 

 

3：指定ポイントの単語数まで行ったら復習をする。  

⇒上記１番目と２番目の手順で次に示すポイントの英単語（熟語）数まで行ったら、 

それまでの復習を行って下さい。 

 

ポイント１：番号 505 shrink 

ポイント２：番号 1000 right away 

ポイント３：番号 1501 stay up late 

ポイント４：番号 2013 palace 

ポイント５：番号 2569 I’ll buy you... 

 

ポイント１まで到達したら、ポイント１の全てを総復習します。 

ポイント２まで到達したら、ポイント１とポイント２の全てを総復習します。 

ポイント３まで到達したら、ポイント１・２・３の全てを総復習します。 

ポイント４まで到達したら、ポイント１・２・３・４の全てを総復習します。 

ポイント５まで到達したら、ポイント１・２・３・４・５の全てを総復習します。 
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＜DUO 実践の流れのまとめ＞ 

１：DUO に出ている各例文をオーラリングで意味理解を伴って音読 

２：例文の下に出ている青字の英単語を意識的に暗記（ポイントで復習） 

３：英単語を見て瞬時に理解できる状態まで目指す（瞬時に理解して 

  いるとは青字の英単語訳を見ないでも意味が理解できる状態） 

 

＜DUO 実践補足＞ 

もし DUO に出ている例文を丸ごと覚えて英単語の意味も結果として覚えてしまった 

場合はそれでも問題はありません（これが実は理想ですが、英文を丸ごと覚えるのは

それ程簡単ではないので試して合う方にトライしてみて下さい）。 

 

 

★イメージ化英文法★  
 

イメージ化英文法は以下に書かれている事を良く読んで理解を深めて 

下さい。今までフェーズ１・２と学校英文法を行ってきましたが、ここでは 

学校英文法で使われた文法用語は使用しますが、基本的にはとても簡素化 

して説明しています。ここに書かれている範囲以外の内容ももちろんありますが、 

ベースは抑えています。本来これぐらいの知識レベルでも十分理解可能です。 

 

イメージ化英文法テキスト実践方法 

 

以下に書かれている内容は 低３回は通読して下さい。 

分量は抑えているつもりですのでトライして下さい。 

もちろん３回だけで腑に落ちていない場合は更に回数を増やして下さい。 

英文をイメージ化するのにとても大切な要素を絞ってお伝えしています。 
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イメージ化英文法 

 

英文をイメージで理解するルール 

 

まず英文を見たり、聞いたりした時には常に日本語訳が頭に出てくるのではなく、 

英語のままあるいは英文で描かれている内容のイメージで理解していく事 

が大切です。 

 

例えば、単語レベルなら・・・ 

 

Apple⇒  

 

というように映像で思い浮かべます。 

センテンスレベルであれば・・・ 

She is at her desk using a computer. 

 

 

 

という具合です。 

 

イメージ理解の基本ルールとしては、 

１：書かれている順番、読まれている順番、聞いた順番で 

イメージが描かれる。 

２：１つのセンテンスで１枚のイメージが描かれる。 
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があります。 

 

これから少し英文をイメージで理解するコツをお伝えしますが、 

細かいところまで言及すると膨大な量になります。 

あなたは英文法の専門家になるわけではないので、的を絞ってお伝えします。 

英文をイメージで理解する４つの型 

英文をイメージで理解するには型を理解していると有効です。 

どのような型があるのかと言いますと・・・ 

 

１：単なる動作パターン 

主人公＋動作⇒SV（動作パターン：S が V するだけ） 

He runs.（彼はただ走るだけ） 

 

２：説明パターン 

主人公＋動作＋説明語句⇒SVC（説明パターン：S の説明を C がしている） 

He is handsome.（彼はハンサムであるという説明） 

他に become や look などもそうなりますが、主人公と説明語句が同じで 

説明されていればこのパターンです。 

 

３：力パターン 

主人公＋動作＋動作の対象⇒SVO（力パターン：S が V の力を直接 O 

に及ぼしている 英文の多くはこのパターン） 

He bought a ring.（彼が bought の力を直接 a ring に及ぼしている） 

 

４：手渡しパターン 

主人公＋動作＋人＋物⇒SVOO（手渡しパターン：S が V の力を O に加えて 

次の O を手渡すパターン） 

He gave her a ring.（彼が gave の力で her に a ring を手渡す） 
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英文をイメージで理解する型は基本的に上記４つのパターンです。 

しかし学校英文法で扱われる SVOC という第５文型もあるという声が 

聞こえそうですが、それは以下のような解釈です。 

 

SVOC は単純に O と C が並置されていると考えます。 

(３番目の力パターンに C が並置されているだけあるいは S が V の力を O 

に加えて C という状態にする） 

 

He called the dog John. 

（彼が called という力を the dog に加えて John という状態にする⇒彼はその犬を 

ジョンと呼んだ） 

 

それでは以下の文章はどのパターンでしょうか？ 

He went to the station. 

 

主人公の He が went したという事は分かりますね。 

went の力がどこにも及んでいません。それは to という前置詞（名詞の前に 

付く言葉）があるからです。 

 

よってこの文章は単なる動作パターンです。 

別に He went.だけで完結しても良いのです。 

 

しかしそれではあまりにも不親切なので、どこに行った？という内容を 

その後に to the station で補っているのです。 

 

それでは次の文章はどのパターンでしょうか？ 

He runs a bookstore. 

 

これは主人公の He が run していると言う事は分かりますね。 

そして runs の後に直ぐ a bookstore という名詞が来ているので 

力パターンである事が分かります。 

 

よって He という主人公は runs という動作パワーを a bookstore に及ぼして 

いるので、ここから彼は走らせている、本屋を（本屋を経営している）と 

という映像に繋がります。 
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これがただの、He runs.だったら動作パワーがどこにも及んでいないので 

単なる動作パターンで主人公の彼自身が走っているという単なる動作 

をしている映像に繋がります。 

 

それでは 

My father bought me a new car. 

はどうでしょうか？ 

主人公の My father が bought という力で me に a nice car を手渡しています。 

 

He told me something. 

はどうでしょうか？ 

主人公の He が told という力で me に something を手渡しています。 

これら２つの文章は上記に出てきた手渡しパターンです。 

このようなパターンはそれ程多くありませんので、動詞の後に名詞が 

２つ並んだら手渡しパターンだと感じてみて下さい。 

 

そしてこれらを良く書きかえるなんて出て来ますが、書きかえの問題など 

やる必要はないので、そのパターンが出てきたら同じようにルールで 

感じてみて下さい。 

 

例えば上の例でいえば・・・ 

My father bought a new car for me. 

 

これは主人公の My father が bought という力を直接 a new car に 

及ぼしている力パターンです。その理由が方向づけられた for で 

示され me に続いています。 

 

英英辞書を見たらとにかく前から順に捉えていく事を忘れずに、 

この文章は一体どの型なのか？という事を考えながら見て下さい。 

 

それをしている内にいずれ型など気にしなくても自然と前から 

語順通りに英文を感じる事が出来るようになります。 

 

英文を日本語意訳するように返り読みなどしていては絶対に力はつきません。 
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英文は語順通りに感じる事！これを忘れないで下さい。 

 

＜英文は後から貼り付けていく言語＞ 

 

英文はまず言いたい事をズバッと言い（主人公と動作）そして後から 

足りない情報をペタペタ貼り付けていくという基本も覚えておいて下さい。 

 

次のような単純な文章も情報の貼り付けです。 

 

I went to the station. 

 

I went とまずは主人公（I）と動作（went）を言い、その後にどこに行ったのか？ 

という情報を to the station でペタっと貼り付けているイメージです。 

 

英語を話す時もどんどん修飾していく言葉を後から貼り付けていく 

イメージを持って下さい。 

 

この感覚が英語でいきなりできない人は日本語でも応用が 

できます。 

 

５つの習慣の中でもお伝えしていますが、英語的日本語日記の方法です。 

 

まず言いたい事というのは基本的に S(主人公)と V(動作)です。 

しかしこの S(主人公)と V(動作)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。 

 

例えば・・・ 
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まず主語（主人公）と動詞（動作）を言って、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 

イメージで独り言で話してみて下さい。 

 

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（主人公）と V（動詞）を 

先に言う癖を付けて下さい。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。 

 

これを時々日本語でやると、英語で話す感覚を掴めます。 

是非時間がある時はトライしてみて下さい。 

 

Tense (時制) 

英語の時制というのは時間の過去や現在、未来という認識を持たれるケース 

は多いですが、基本的には話し手の距離感です。 

 

そしてその距離感を判断するのは動詞の形です。 

距離を近く感じるものは現在形で表し、距離が遠くに感じるものは過去形で 

表すイメージです。 

 

現在形： 

 

近くに感じる、距離ゼロの感覚、いつでも近くにある感じ。 

同じ空間を共有している感じ。 
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I go to school. 

学校に行くという事の距離が近く感じていつも習慣的に行っているイメージがある。 

 

過去形： 

 

遠くのものを眺める感じ、ぼんやりと遠くに見える感じ。 

自分のいる空間から断絶している感じ。 

 

She lived in Tokyo. 

東京に住んでいたな～遠くを眺める感じで距離も遠く感じている。 

 

更に時制は話し手の主観に大きく左右されます。 

話し手が近い距離を感じているならその出来事が過去であっても 

現在形を使って話しますし、遠い距離を感じているならその出来事が 

現在であっても過去形を使って表現します。 

 

サッカーの解説などで・・・ 

He scores! （点を取ったのは過去ですが、距離の近さを感じて現在形） 

 

She told me last night and says “Get out of my sight!” 

（目の前から消えろと言ったのは過去ですが、興奮のあまり 

距離の近さを感じて says “Get out of my sight”と現在形） 

 

Would you open the window? 

現在であってもあえて過去を使って距離を遠くにして丁寧さを出しています。 

 

How many tickets did you want? 

良く映画館のチケット売り場で言われますが、あえて did という過去形 

にすることで距離を置いてずうずうしく聞くような印象を与えないでいます。 

 

If I have 100 dollars・・・ 

話し手が現実的な距離の近さを感じて（１００ドルなので）have を使います。 
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If I had 1billion dollars・・・ 

話し手が現実的な距離の遠さを感じて（１０億ドルなので）had を使います。 

 

これは仮定法などと呼ばれますが、ありそうな仮定なら現在形で（距離が 

近いので）、あり得ない仮定なら過去形（距離が遠いので）を使います。 

 

ですから当然、上の２番目の 1billion dollars が話し手にとってあり得そうで 

距離が近く感じるなら If I have 1bilion dollars・・・となるわけです。 

 

こちらの有名な文章は、 

If I were a bird, I would fly to you. 

 

鳥になるなんてあり得ないので、were を使い、よって fly する事も 

距離を遠く（非現実的）感じるので would が使われています。 

 

If が使われる場合は単純に動作だけでなく、何らかの主観が入り込む 

為に will や can などの助動詞（この後の説明を参照）と呼ばれるものが使われます。 

そしてその主観に距離を置く為に上のケースでは would を使っています。 

 

丁寧だから、仮定法だから過去形を使うという意識ではなく、 

単純に距離を遠く感じるから過去形を使うという事です。 

 

あまり仮定法という言葉を考えずに、ただ単純に時制の距離感で 

理解して下さい。 

 

それでは過去の事であり得ない状態を表すにはどうしたら良いでしょうか？ 

日本語でも「あの時、もっと勉強していれば、試験に合格したのにな・・・」 

なんて言う場合です。 

 

現実であり得ない事は現在との距離を置く為に「過去形」を使いました。 

 

過去であり得ない事は過去との距離を置く為に「過去完了形」という 

ものを使います。「過去完了形」とは had＋過去分詞という形です。 
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I wish I had studied harder. 

 

この時 had studied というのが過去完了形と呼ばれるものです。 

 

この後に「分詞」と「have」の捉え方の所でも出て来ますが、 

過去にあり得ない事を言いたい場合はある過去の時点よりも更に 

距離を置く「had＋過去分詞」という形が使われます。 

 

それでは先ほどの文章で if を使って現実であり得ない事を言う場合は 

If I were a bird, I would fly to you. 

という形でした。 

 

これが if を使って過去にあり得ない事を言う場合は 

If I had studied harder, I would have passed the exam. 

（あの時もっと勉強してたらな・・・その時の試験に受かったんだけどな・・・） 

 

I would have passed という言い回しがされていますが、 

これは先ほども少し触れましたが、この後の助動詞、have の捉え方、分詞 

という項目にも大いに繋がりますが、 

 

要するに have passed で受かったという完了した状態を持つという事に 

will という意志を表す助動詞を過去にして距離を置いているわけです。 

 

つまり・・・ 

 

I have passed the exam.という過去に試験に受かったという状態を持っている。 

 

これに距離を置いてその事実ではない事を言いたい為に 

主観を込めて will と言いたい所を would と控えめに表現しています。 

 

更に If を使うととても便利なのが、過去であり得ない事実と現在であり得ない 

事実を同時に伝える事ができます。 

 

I I had studied harder, I would be more successful now. 

（もしもっと勉強していたらな・・・（過去であり得ない事実）、今頃もっと成功している 

のにな・・・（現在であり得ない事実）） 
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これは if の中で過去であり得ない事実を言う為に過去よりも距離を 

置く事のできる had studied を使って、その後の文章では現在であり得ない 

事実を言う為に現在より距離を置く事のできる would（過去形）を使っていま

す。 

 

現在と距離を置いて伝える時は比較的簡単ですが、 

過去であり得ない事実を言う時には少し混乱するかも知れませんが、 

上記の基本をおさえて英文を多く見ている内に使い方は慣れて行きます。 

 

Preposit ion(前置詞) 

前置詞は難しい分野ですが、様々な英文を見て慣れる必要があります。 

例外も多いので完璧にマスターすることは止めて、慣れていくことに集中して下さい。 

 

ポイントは英文を前からイメージで理解しながら前置詞で位置関係を掴んで 

行く事です。その為に前置詞は位置関係をはっきりさせる役割があります。 

 

例えば to は到達を含む方向を表す前置詞ですが、ほとんど to の前に出てくる 

内容を説明する為に「⇒（矢印）」で置き換えられます。 

ですから、例えば・・・ 

 

I want to go to a library to borrow some books. 

 

この文は、私は欲しい(I want)という願望が to によって行く(go)の方へ 

導かれて、私は欲しい(I want)と行く（go）が更に to によって図書館(a library)方 

へ導かれ、更に私は欲しい(I want)と行く(go)と図書館(a library)が to によって 

本を借りる(borrow some books)方へ矢印のように導かれています。 

 

英語はこのように前からどんどん情報を付けくわえて行きますが、 

中でも to はその繋ぎ役として到達を含む方向を表す代表の前置詞です。 

 

もっと簡単な流れで説明しますと以下になります。 

 

私は欲しい、（何？⇒こちらです）行く事を、（どこへ？⇒こちらです）図書館へ、 

（何しに？⇒こちらです）本を借りに。 
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このように to は前の内容を受けて⇒（矢印）のように「それはこちらです」という 

意味合いをいつでも出しています。 

 

それが単に名詞の前に置かれる前置詞であっても不定詞 

（to と動詞の原形がくっついたもの）と呼ばれるものであっても全く同じです。 

 

また別の前置詞の例では、 

I live in Tokyo. 

 

in は基本的に包み込むイメージを持っています。 

すっぽり中におさまっているというイメージです。 

 

上の文章だと東京にすっぽり収まっているというイメージです。 

 

前置詞は名詞とくっついて１つの形容詞あるいは副詞となり得ますが、 

意味は結びつく名詞によって多義に渡ります。 

 

だからこそ難しいのですが、前置詞は基本的には位置関係を表します。 

主人公と動作で言いたい事を言った後に補足して追加情報を伝えるのに 

とても便利なものです。以下に基本的なものを載せますので参考にして下さい。 

 

to・・・  到達を含む方向を表すニュアンスで矢印で捉える  

 

She went to the station.  

駅に向かって（矢印）到達しているニュアンスも含む。 

 

I want to buy it. 

私がしたいという事が買うに向かって（矢印）到達している。 
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for・・・到達は含まない方向を表し、方向から派生して  

目的や理由も表すニュアンス  

 

She left for the starion. 

駅に向かっているが到達までイメージしていません（もしかすると 

駅に行かずに途中でお店に寄っているかも知れない）。 

 

with・・・つながりのニュアンス  

 

She will go to the shop with him. 

彼女がお店に行く予定というだけでも良いが、追加情報として 

him とつながりを提示しています。him と繋がるというイメージがあるからこそ 

「一緒に」と訳す感じ。ちなみに without は with と out つながりから 

出るというイメージで「つながりがない」です。 

 

by・・・そば（近く）のニュアンス  

 

She was standing by the door. 

彼女はその時まさにドアのそばに立っていたのですが、ドアのそばという 

イメージが by にはあります。良く受動態（受け身で be＋過去分詞と呼ばれる 

もの、詳細は後述）で動作を行った対象が by で示されますが、それも「そば」と 

考えれば問題ありません。 

 

This picture was painted by John. 

だったら painted by John.で「描かれた」と「ジョン」がそばにいたら自然と 

ジョンに描かれたと解釈すると思います。 
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from・・・起点から離れて行く（完全に分離）ニュアンス  

 

Paper is made from wood. 

紙は完全に木から分離しているイメージ。 

 

of・・・起点から離れて行くがまだ繋がっているニュアンス  

（完全に分離していない）  

 

This desk is made of wood. 

机はまだどこか木と繋がっているイメージ。少し変な例ですが、あなたの体に 

イボが出来ている場合を想像してみてください。 

イボと体は繋がっています。イボ of 体のようなイメージです。 

しかしイボを手術して完全に取り去ったら？イボ from 体のイメージです。 

 

あるいは生卵を想像してください。 

黄身と白身の関係にも似ています。黄身 of 白身のようなイメージです。 

そして黄身が完全に白身と分離している時には黄身 from 白身というイメージです。 

 

at・・・点でふれているニュアンス  

 

She woke up at 7am. 

時刻は点で表されるイメージ（タイムラインのようなもの）なのでその上に 

触れているイメージから at が使われます。 

 

She arrived at Tokyo. 

東京という点に到着したので、東京駅か何かをイメージさせる。 

次の in とも比較してみて下さい。 
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in・・・中にすっぽり収まる、包み込むニュアンス  

 

She lives in Tokyo. 

東京に住んでいますが、東京という中にすっぽり収まっている 

イメージなので具体的に東京駅というイメージというよりも東京全体 

をイメージさせます。 

 

地図をイメージすると分かりやすいです。 

前述した at Tokyo なら地図上で東京の１点、例えば東京駅を見ており、 

今回の in Tokyo なら地図上で東京全体を見ているイメージです。 

on・・・接触、ピタリとくっついているニュアンス  

 

She looked at a clock on the wall. 

接触していれば決して上では無くてもよいので、on the wall のように壁 

に触れている状態でも使います。 

 

off・・・on の反対で接触していない状態のニュアンス  

 

She fell off the stage. 

ステージから離れている状態 

 

over・・・覆いかぶさっているニュアンス  

 

She put her hands over her face. 

彼女は手で顔を覆っているイメージ。 

水たまりなどを飛び越える時も over を使います。 
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about・・・周りあるいは周辺というニュアンス  

 

She is about to have coffee. 

彼女は about 以下の状態(is)であり、about 以下の周辺にいる状態です。 

それはコーヒーを飲む周辺(have coffee)なのでもうすぐコーヒーを飲むという 

状態です。 

 

 

以上が代表的な前置詞とその捉え方です。 

 

一度にこれらの前置詞を覚える事は難しいと思いますので、これから行って 

行くワーク作業で英英辞書を使用した時に前置詞を見かけたらこのテキスト 

で確認して下さい。 

 

Article (冠詞) 

冠詞も前述した前置詞と共に難しい分野なので完璧なマスターは 

まず無理だと思って下さい。 

 

間違えることもしょっちゅうあると思いますが、多くの英文を見て 

慣れていくしかありません。例外が多いので完璧を求めるのは止めましょう。 

 

冠詞は名詞に着くものですが、大きく分けてこの２つのポイントを 

押さえて下さい。 

 

 

１：冠詞がある？ない？ 

２：the なの a なの？ 
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＜１：冠詞がある？ない？＞ 

 

冠詞があると具体性、具体的な形が見えるようになります。 

 

例えば、 

 

I ate chicken last night. 

I ate a chicken last night. 

 

これはどのような違いがあるでしょうか？ 

 

１番目の chicken と冠詞がない場合は具体的な鳥という形はなく、 

手羽先のような肉片がイメージされます。 

 

一方２番目の a chicken は冠詞があるので具体的な形が見えて、 

羽もあってとさかもある鳥そのものの形がイメージされます。 

 

よって 2 番目の例文は少し怖い、気持ち悪いイメージがありますね。 

 

同じように例えば an apple は具体的な赤いリンゴをイメージさせ、 

ただの apple は具体的な形がないのですりおろされたリンゴをイメージさせます。 

 

また I go to school by bus.の school や bus は冠詞がないので 

具体的な学校の形やバスの形を見ていません。 

抽象的なイメージでしかありません。 

 

同じように I went to bed at 10pm last night.の bed も冠詞がないので 

具体的なベッドの形を見ていません。 

 

それでは 

 

I have a piano. 

I went to learn piano.の違いはもうお分かりですね。 
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要するに冠詞がある？ない？という判断基準は 

「具体的な形」を見るかそうでないかの違いです。 

 

＜２：the なの？a なの？＞ 

 

続いて冠詞の中に the と a という種類があります。 

使い方の基準は以下の通りです。 

 

the：ひとつに決まる（理由は何でも良い） 

a：ひとつに決まらない（具体性・形を付与するだけ） 

 

ここで４本のペンが机に並べられていると想像して下さい。 

 

I need a pen to write this one.と言った時、４本のペンのどれでも 

良いのです。ペンという具体的な形は見ていますが、どれでも構いません。 

 

一方で 

I need the pen to write this one.と言った時、４本のペンのどれか１つに 

何らかの理由で決まります。 

 

Let’s see at the bookstore.だったら聞いている人と話している人の間で 

１つに決まっていれば the が使えます。 

 

Can you open the door for me? だったらこれも聞いている人と話している人の 

間で１つに決まっていれば the を使います。 

 

Love is the reason to get married. 

Love is a reason to get married. 

 

これはどうでしょうか？一番目は love それこそが結婚する１つの理由で 

結婚には愛しかないというニュアンスです。一方２番目はいくつかある 

理由の中で love というものが結婚する理由だというニュアンスです。 
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Relative(関係詞) 

 

関係詞というのは話し手が聞き手に対して強制的に疑問を与えて 

それに自ら答えている状態です。元々that 以外は疑問詞で構成されている 

のもその理由からです。 

 

疑問をそのまま相手に投げかけたらそれは疑問文になって、 

疑問を自分で答えたらそれは関係詞となるだけです。 

 

あまり難しく考えずに、関係詞というよりその区別なく、途中で 

疑問詞が出てきたらいつでもその疑問詞の答えを伝えるだけです。 

 

when が途中で出てきたら⇒いつ？ 

This is the day when he was born. 

（今日はその日だよ、いつ？彼が生まれた） 

 

where が途中で出てきたら⇒どこ？ 

This is the place where he was born. 

(ここが場所だよ、どこ？彼が生まれた) 

 

what が途中で出てきたら⇒なに？ 

Please tell me what I should do. 

(教えて私に、なに？私がすべき事) 

 

who が途中で出てきたら⇒誰？ 

He is the guy who wants to become a lawyer. 

(彼がそいつだよ、だれ？弁護士になりたいという) 

 

why が途中で出てきたら⇒なぜ？ 

Let me know the reason why you’ve done this to me. 

(教えてよ理由を、なぜ？君がこれを僕にしたのか) 

 

which が途中で出てきたら⇒どれ？ 

I ate an apple which my mom bought yesterday. 

(私は食べたリンゴを、どれ？ママが昨日買ってきた) 
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how が途中で出てきたら⇒どのように？どれぐらい？ 

Do you know how he loves you? 

(知ってるの？どれぐらい？彼があなたを愛しているか) 

 

今まで出てきた which や why などが文章の先頭に出て来て、 

全て相手に投げかけるものは疑問文です。 

 

EX：Which do you want to drink, coffee or tea? 

 

ちなみに疑問文は現在なら do や does, 過去なら did などを 

使ってそれらを先頭に持ってきて作られます。Be 動詞と呼ばれる is や are 

なども先頭に持ってきて作られます。この後出てくる助動詞と呼ばれる 

will や should なども先頭に持ってきて作られます。 

 

疑問文というのは話し手が普通の文章を言う時よりも感情が 

揺れている（聞きたい！）状態なので通常の形を取らずに 

do や did あるいは is や are、will、should などが前に出て来ます。 

 

これが疑問文ではなく、否定するような言葉が前に出てくる 

ケースもありますが、それも一種の感情が揺れている（その言葉を 

強調して言いたい！）為に起こる出来事です。 

 

英文を見ていて何か変な形だな・・・疑問文でもなさそうだし・・・というものは 

大抵、何らかの言葉を強調したい為にその言葉が先頭に飛び出して 

疑問文のような形を取っています。 

 

冒頭にお伝えした英文をイメージで理解する４つのルールで見ますと・・・ 
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１：単なる動作パターン 

主人公＋動作⇒SV（動作パターン：S が V するだけ） 

He runs.（彼はただ走るだけ） 

Does he run? （does を前に持ってきて聞きたい！感情が揺れている） 

Never does he run !(彼が走るわけないだろ！と never を強く言いたい！感情が 

揺れている為に前に出てきている） 

２：説明パターン 

主人公＋動作＋説明語句⇒SVC（説明パターン：S の説明を C がしている） 

He is handsome.（彼はハンサムであるという説明） 

Is he handsome? (is を前に持ってきて聞きたい！感情が揺れている) 

So am I.（僕もハンサムだよという僕も（so）を強調したい為に感情が揺れて 

前に出てきている） 

３：力パターン 

主人公＋動作＋動作の対象⇒SVO（力パターン：S が V の力を直接 O 

に及ぼしている 英文の多くはこのパターン） 

He bought a ring.（彼が bought の力を直接 a ring に及ぼしている） 

Did he buy a ring? (did を前に持ってきて聞きたい！感情が揺れている) 

Never did he buy a ring !(指輪買ったわけないだろ！と never を強く言いたい 

感情が揺れている為に前に出てきている） 

What did he buy? (a ring の情報が無いから what と did を前に持ってきて聞きたい！ 

感情が揺れている） 

 

４：手渡しパターン 

主人公＋動作＋人＋物⇒SVOO（手渡しパターン：S が V の力を O に加えて 

次の O を手渡すパターン） 

He gave her a ring.（彼が gave の力で her に O を手渡す） 

Did he give her a ring?（did を前に持ってきて聞きたい！感情が揺れている） 

Why did he give her a ring? (why と did を前に持ってきて動作の理由を聞きたい！ 

感情が揺れている） 
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Participle(分詞) 

 

分詞と呼ばれるモノに、現在分詞と過去分詞というものがあります。 

現在分詞とは～ing 形で示されており、過去分詞は基本的には動詞に ed が 

付くか、動詞によっては特別な変化（speak⇒spoken）があります。 

 

分詞の捉え方はとても簡単です。 

 

現在分詞は～ing 形で現在進行形、動名詞等色々な解釈はありますが、 

ing 形はいつでも「今まさにその動作を行っている」という認識を持って下さい。 

 

また ing 形が過去で使われている時にはその時まさにその動作を 

おこなっているという認識です。 

 

I’m playing tennis. 

今まさにテニスをしている状態です。 

 

The train was stopping. 

正に電車が止まろうとしていた（完全に制止していない）状態です。 

 

She is selfish. この場合は人格自体が自己中という事です。 

She is being selfish.  

この場合は今まさに自己中になっている状態です（普段は自己中ではない）。 

 

また過去分詞ですが、～されたあるいは～したという動作が完了した 

状態を常にイメージして下さい。 

 

I have lived in Tokyo for 3years. 

これは住んでいたという完了した状態を現在持っているという事です。 

 

I was punched by her. 

これはパンチされたという状態だったという事です。 
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いつでも文脈で～されたあるいは～した動作の完了という意識で 

捉えて下さい。そうすれば現在完了や受動態という区別がいらなくなります。 

 

過去分詞と be が付くと受動態と呼ばれますが、単純に～された状態（be） 

という事を説明している（説明パターン）だけです。 

 

また現在完了というものは have＋過去分詞で～したという完了した状態 

を持っている（have）という事です。 

 

またこれらの分詞は途中で何かを説明する時にもぺたっと貼り付け 

られる便利な言葉です。 

 

I know him running over there. 

him に running をぺたっと貼り付けて彼が正に走っているという事を 

説明しています。 

 

I bought a book written by him. 

a book に written をぺたっと貼り付けて本が書かれているという事を 

説明しています。 

 

Aux.Verb (助動詞) 

助動詞は動詞の前に挿入される単語でその動詞に「主観を込める」役割 

を果たします。 

 

助動詞を使う事で動詞自体の意味は変化しませんが、意識が変わります。 

 

will 
時制は前述した通り、動詞の活用できまります。動詞が現在なら現在時制（距離 

が近い）、過去なら過去時制（距離が遠い）です。助動詞が使われている場合 

は助動詞の形を見て時制を判断します。 

 

そして will は助動詞の現在形ですので、良く未来形と勘違いされますが、 

これは現在形です。 
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will はあくまでも未来について語る事のできる現在時制です。 

ちなみに is going to も未来として扱われますが現在です。 

なぜなら is (説明パターン)だからです。 

 

be で going で to ですので、今まさに to の方へ向かっている状態で 

ある事が分かります。 

 

そして wil l は話し手の強い思い込み・意志です。 

 

どんなに晴れていても話し手がそうおもいこんでいるなら・・・ 

It will rain this afternoon.と言えます。 

 

しかし本当に雨が降りそうなら、 

It is going to rain this afternoon.と言います。 

 

can 
can は出来るあるいはもう少し厳密に言うと「やろうと思えばできる」です。 

ですから日本語のできるとは少しニュアンスが違います。 

 

I can do it.なら「それをやろうと思えばできる」というニュアンスです。 

一方で I do it.なら「それをやるよ」というニュアンスになります。 

I do it.の方が力強いですね。 

 

be able to 
 

助動詞ではありませんが、can と同義語として良く使われますが、 

これは be ですので「能力がある状態（説明パターン）」が to 以下で 

指し示されているだけです。 

 

He is able to do it. 彼は能力がある状態⇒（to）それをやる 
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must 
must は強い圧力を受けたプレッシャーのニュアンスがあります。 

I must do it.なら、何となくやろうかな・・・ではなく、やらねば！という 

強い圧力、プレッシャーを感じさせます。 

 

have to do 
have to は助動詞ではありませんが、「～しなければならない」という 

日本語訳が用いられますが、単純に have と to が繋がっているだけです。 

 

ｈave ですから何かを持っている訳で、それが to という⇒（矢印）によって 

続く動詞の方へ示されてニュアンスとしては to do リストを持っている 

という感覚です。 

 

I have to do my homework. 私は持っている、⇒(to)宿題をするリストを 

というニュアンスです。 

 

ここで must との比較ですが、must は話し手の圧力強制・命令がありますが、 

have to は to do リストを持っているというだけで、客観的な必要性という 

違いがあります。 

 

may 
may は一言で言えば、「許可」です。誰かに「してもいいよ」という 

許可をもらっている感じです。 

 

You may drive my car.だったら話し手が上から目線で私の車を 

運転してもいいよ。というニュアンスです。 
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should 
should は元々shall の過去形ですが、そのニュアンスはもやはなく、 

一つの独立した助動詞として扱われます。 

 

should は前述した must のとても弱いバージョンです。 

日本語では「～すべき」などと訳されるので強さを感じますが、そんな圧力は 

ほとんどありません。 

 

You should do it. やった方がいいよ！ぐらいなニュアンスです。 

 

Comparative（比較） 

比較はあるものと別のものを比べて、こっちの方が安いとかそっちの方が 

高いまたはどちらも同じぐらい安い、一番安い・高いという場合に使う表現です。 

 

この時単語に-er/-est、more/most あるいは less/least などを付けるという 

ルールがあります。 

 

cheap⇒cheaper⇒cheapest 

expensive⇒more expensive less expensive⇒most expensive least expensive 

 

-er,-est なのか more, most あるいは less, least なのかは基本的に 

２音節以下の場合は-er、-est で３音節以上の場合は more や less になる 

というルールはありますが、あまり細かい事にはこだわらず、 

 

長めの単語には more あるいは less 短めの単語には-er を付ける 

ぐらいの感覚でＯＫです。 

 

良く使われる比較する言葉で出てくるのは・・・ 

 

good「良い」⇒better「より良い」⇒best「一番良い」 

bad「悪い」⇒worse「より悪い」⇒worst「一番悪い」 

many「多い」⇒more「より多い」⇒most「 も多い」 

little「少ない」⇒less「より少ない」⇒least「 も少ない」 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

114 
 

となります。また比較は than とセットになると思っている人が多いですが、 

そんな事はありません。 

 

何かと比べるのが明らかだったらわざわざ than を付けたりしません。 

 

まず比較である事を示して必要だったら than や as で比較対象をぺたっと 

貼り付けるだけです。 

 

He is taller (than I) 

He is as tall (as I) 

He is tallest (in our class) 

 

話し手が明らかに自分と彼の背の高さを伝えているならわざわざ 

than や as または in our class などを使って比較対象を付けることはありません。 

 

また as の同じぐらいという比較はこの後の as の捉え方で説明 

していますのでそちらを参考にして下さい。 

 

主人公＋動作＋人＋to 

 

They allow him to use the device. 

これは allow の力が hime に加わってその力で to の指し示す方へ 

押しているイメージです（彼らは彼にそのディバイスを使う事を認めている）。 

 

I want you to do this. 

これは want の力が you に加わってその力で to の指し示す方へ 

押しているイメージです（私はあなたにこれをして欲しい）。 

 

このように「主人公」「動作」「人」 to 「動作」というパターンのほとんどが 

主人公が人に動作パワーを加えて次の to 以下の動作をするように 

仕向けて行く意味となります。 
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並置ルール 

英文をイメージで理解する４つの型の所でも少し触れましたが、 

英語には並置というルールがあって、隣り合っているものには深い 

関係性があります。 

 

これは全ての型に当てはまる事ですが、He runs.というように人と 

動作が隣り合っていたらそれは密接に関係しています。 

 

人が動作をしていると容易に想像ができます。 

 

また He runs a bookstore.のように runs a bookstore も動作とモノが 

並んでいたら、そこにも密接な関係があります。 

 

ですから例えば、 

He calls it a magical deｖice. 

だったら、it と magical device には密接な関係があって、 

「それ」と「魔法のディバイス」だったらこの両者には密接な関連があると 

感じますよね。 

 

常に隣り合わせになっている語句は密接な関連がある事を忘れないで下さ

い。 

 

and と or 

and は「両側が成り立つ」ことを示し、or は「両側のどちらかしか成り立たない」 

ときに使われます。ですから、and の時は両側が成り立つので同じもの同士 

しか列挙できません。 

 

go＋形容詞 

ｇo は元いた場所から離れていくイメージが本質的にあります。 

そこから移動していく意味が出て来ます。 
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普通に使われる go はまだ良いですが、特に go＋形容詞のようなパターンは 

その形容詞の状態へ移動していくイメージで 

例えば、The food went bad.だったら食べ物が腐った方へ移動したイメージです。 

 

It が出てきたら 

it はもちろん「それ」なのですが、文頭や文中に出てきた時に「それ」が 

一体何なのか？ 

 

良く分からない場合は疑問を持ちながら読み進めて行けば、答えは it 

以下で示されています。 

 

分からない場合はそのまま分からない気持ちを抱えていれば指し示す 

言葉が出てきます。 

 

その時指し示すものとして、to do という内容であったり、that 以下の内容 

であったり、who や which という関係詞以下であったりします。 

 

例えば・・・ 

I found it difficult to solve the question. 

 

It might be said that you are responsible for the factor. 

 

It wasn't me who stole the money. 

 

これらの例のように、it はとりあえず、体裁を整える為に置いているだけで、 

それ以上の意味はありません。強調構文や仮主語等、it は色々な言われ方 

はありますが、英語の大原則は言いたい事をまず言うという事です。 

そこから肉付けしていくのが基本ルールなので、その為に it を単に代用 

しているだけです。 

 

一番目の文章はとにかく難しいって分かったよ。 

二番目の文章はとにかく言われているらしいよ。 

三番目の文章はとにかく僕じゃないよ。 

  

という事をまずは言いたいのです。そこから肉付けして行くイメージです。 
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何を指しているのか良く分からない it が文頭・文中で 

出てきたら、その後に説明語句が必ず付け加えられるので安心して 

疑問を持ちながら読むあるいは聞いてみて下さい。 

 

While と during の違い 

while の捉え方は簡単に言えば、あなたの前にテレビ画面が２台 

あると思って下さい。 

 

その内の１台には while 内の物語が映し出され、もう１台のテレビには 

もう１つの文章（物語）、が映し出されています。 

 

例えば、 

While I was hanging out at the mall, I ran into Ken.という文章があれば、 

あなたは目の前にある２台のテレビの１台で I was hanging out at the mall, 

という物語を見ていて、もう１台のテレビで I ran into Ken.という物語を 

見ているイメージです。 

 

良く during との違いを比較されますが、それは単純に物語には主人公と動作 

が必要だが、物語を語る時には while を使い、そうでない場合は during 

を使うだけです。 

I was staying in London during the summer vacation. 

 

during 以下には物語も何もありません。 

単純に the summer vacation という名詞しかありません。 

 

ここで１点注意が必要なのが、省略形が来た時です。 

我々も日本語を省略して話す事があるように、英語も省略できる時は 

省略して省エネをするケースがあります。 

 

その１つのルールが while 内の物語の主人公ともう１つの文章の主人公 

が同じ場合には while 内の主人公や be 動詞は省略できるケースがあります。 

 

これは何も while だけが特別ではなく、様々なシーンで使われる省エネ法 

なので頭の隅に入れておいて下さい。 

よって先ほどの例文も主人公が同じなので省略できます。 
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While hanging out at the mall, I ran into Ken. 

 

ただし、我々はネイティブではないので、自分で伝える時にはあえて 

省略せずに伝えた方が混同しないので、省略しなくても全く問題ありません。 

 

as の捉え方 

as は今説明した while とは逆にそれが文章でも単語であっても 

テレビ１台で同時に物語が重ねられて見ているイメージです。 

 

これは良く使われる比較でも同じ捉え方です。 

I am as tall as Ken. 

 

だったら I am as tall と来てまず自分と背が高いという事を同時に重ねています。 

１台のテレビでこの２つを同時に見ています。 

 

そしてこれだけだとだから何？と言われるのがおちなので、 

as Ken.という物語（事実）をもう１つ同時に重ねています。 

これも含めて１台のテレビで見ている状態です。 

 

そこから同じぐらいの背の高さという重なったイメージが出来上がります。 

 

例えば、My parents gave me a 6pm curfew(門限) as a punishment. 

であれば、My parents gave me a 6pm curfew という物語に 

as a punishment という事実が同時に重ねられたイメージです。 

 

だから as に日本語訳をあえて当てはめることはありません。 

単純に as 以下の内容が同時に重なったととらえるだけでとても楽に対応できます。 
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That の捉え方 

That が出てきたらいつでも「それはこちらです」という説明をしています。 

エレベーターガールの上へ参りますという時にあげる手のような役割です。 

 

関係詞や接続詞という概念ではなく、いつでも that を見たら「それはこちらです」 

という捉え方で対応して下さい。 

I was so tired that I could not do that. 

私はとても疲れていた（それはこちらです）私はそれが出来なかった。 

 

I ate an apple that my mom bought for me. 

私は食べた、りんごを（それはこちらです）お母さんが買ってくれた。 

 

have の捉え方 

前述しましたが、have はいつでも持っているという理解です。 

それが完了形であっても何であってもです。 

 

I have lived here since I was born. 

私はここに住んでいたという状態を持っている、生まれてから。 

 

だから過去に住んでいた(lived)という事実を今も持っている(have) 

という事なので過去から現在に繋がっているイメージを持ちます。 

過去に意識を向けつつ現在について話している形です。 

 

The movie had already started, when I arrived. 

その映画は既に始まったという状態を持っていた、私が到着した時に。 

 

このケースでは過去のある時点（私が到着した）で始まった（started） 

という事実を過去に持っていた（had）という事なので過去のある時点から 

よりその前の過去に意識を向けて話している形です。 
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過去であり得ない事を表す時も「had＋過去分詞」という形を取りました。 

これは過去のある時点からその前の過去に意識を向けて話して 

いる事には変わりありませんが、wish や if などと一緒に使われる 

ケースなどが多いので文脈上から過去であり得ない事を話している 

のだと判断します。 

 

I had my brother paint the wall. 

私は弟に壁を塗るという状態を持っていた。 

 

I had my hair cut. 

私は髪を切られるという状態を持っていた。 

 

have を様々な用法（完了形や使役など）で捉えるよりも 

「～という状態を持っている、持っていた」と捉える方が自然です。 

 

No と not の違い 

例えば・・・ 

I do not have money. 

I have no money. 

このニュアンスの違いは何でしょうか？ 

 

I do not have money.は少ないけどいくらかでもお金は持っているという 

ニュアンスを感じます。 

 

一方 

 

I have no money.となると全くお金を持ち合わせていない 

というニュアンスを感じます。 

 

つまり、no というのは次に続く言葉を完全に打ち消すあるいは目の前に 

広がっている視野が完全に閉じてしまったような状態です。 

 

言いかえると明るい場所からいきなり真っ暗なトンネルに入って 

しまったようなイメージです。 
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逆に not というのは次に続く言葉を打ち消してはいるが、完全に 

打ち消しているわけではありません。 

 

視野は完全に閉じておらず少しの光が差し込んでいる状態です。 

 

言いかえると明るい場所から真っ暗なトンネルに入ってしまったが、 

光が奥の方で差し込んでいる状態です。 

 

some と any の違い 

some はぼんやりとした量で any はどれであってもというニュアンスです。 

 

Do you have some idea? 

Do you have any idea? 

 

初の文章は何かアイディアあったら教えてね。ぐらいのニュアンス 

ですが、２番目の文章はとにかく何でもいいからアイディアを教えて！という 

ニュアンスです。 

 

肯定分は some で疑問・否定は any という覚え方は止めましょう。 

（実際にそのどちらにおいてもお互い使われます） 

 

Yet と already の違い 

 

学校英語では already は肯定分、yet は否定、疑問文で使われるというように、 

まるで some は肯定分、any は否定・疑問文で使われるという説明と同じですね。 

これは理解しやすくする為に説明しているとは思いますが、厳密には違います。 

 

Have you read the book yet? 

Have you already read the book? 

 

学校英語なら２番目の文章は間違いという事になります。 

しかし、実際には間違いではありません。 

ところが、この２つの文章は意味合いが少し異なります。 
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yet というのは未完成な事にフォーカスされます。 

一方で already というのは完成な事にフォーカスされます。 

 

ですから一番目の文章は「もう読み終えた？ 

（まだ読み終わってないの・・・）」的な気持ちが入っています 

 

一方２番目の文章は「もう読み終えたの？（早いな、もう読んじゃったのかよ・・・）」 

的な気持ちが入っています。 

 

要するに yet で聞くあるいは答える時はそれが疑問であろうと肯定で 

あろうと未完成な事にフォーカスして使われます（否定は当然、否定の中に未完とい

う含みがありますね、だから普通に使われます）。 

 

終わった？と聞かれて簡単に Not yet と答えるようなイメージです） 

「未完成な状況なんだよ」あるいは「未完成なの？」という強調があります。 

 

already で聞くあるいは答える時は疑問であろうと肯定であろうと 

否定は当然、否定の中に完了という含みはありませんね。 

 

ですから already が使われると動詞の意味上否定されて終わっていないのに 

それを修飾する副詞が完了を強調するのはおかしい話になります） 

「完成な状況」あるいは「完成なの？」という強調があります。 

 

以上英文をイメージで理解する為に知っておいて欲しい事を書きました。 

 

突き詰めればまだ色々ありますが、英文法のスペシャリストになる 

わけではないので今まで記載したぐらいの範囲で構いません。 

 

今までフェーズ１と２で行って来た英文法の知識も含めれば、 

まず今後英文法を学ぶ必要性はありません。 
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★基本動詞イメージコア★  
 

基本動詞はイディオムなどに使われ多義に渡ります。 

 

それぞれの意味を暗記していては非常に非効率です。 

ここでは基本動詞を絞って、イメージを捉えて想像していく方法を記載しています。 

 

基本動詞イメージコアテキスト実践方法 

 

以下に書かれている内容は 低３回は通読して下さい。 

分量は抑えているつもりですのでトライして下さい。 

もちろん３回だけで腑に落ちていない場合は更に回数を増やして下さい。 

 

 

基本動詞イメージコア 

 

動詞と言うのは英文の中でとても、とても重要な位置をしめます。 

 

英語は基本的に主人公と動作を決めてあとはペタペタ修飾していく言語です。 

その主人公が行う動作を決めるのが動詞ですから重要な事は言うまでも 

ありませんね。 

 

そしてここに出てくる基本動詞は必ずイメージコアで理解している 

必要があります。基本動詞であればあるほど、いわゆるイディオム系の 

形が増える為、不毛な日本語訳を覚えるのは大変です。 

 

しかしそのコアさえつかめれば、イディオムや熟語として付けられる 

他の単語（EX:前置詞等）のイメージと結合させて完璧な日本語訳には 

できなくともイメージとして理解できるようになります。 
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イメージ化英文法でも書いていますが、動詞の後に名詞が直ぐに来れば、 

動詞のパワーがその名詞に及んでいると判断できるので比較的動詞 

の意味さえわかれば簡単です（この場合もイメージコアで理解している方がベター）。 

 

しかし動詞に前置詞的なものがくっつくと途端に難しく感じてしまいます。 

前置詞的なものというのは、形は全く同じなのに、一方では前置詞、 

他方では副詞になったりします。 

 

この解説もしていますので、参考にして下さい。 

 

そしてイメージ化英文法テキストの復習も兼ねて、念のため 

主要な前置詞のコアも基本動詞の後に掲載していますので 

参考にして下さい。 

 

今回出ているような動詞をコアで理解しようとすると他の動詞などに 

出合った時も無意識でそのような傾向になっていきます。 

 

とにかくイメージコアで捉えて行く入口に入って欲しいのでテキストでは 

あえて量を少なくしています（ 初から量が多いとそれだけでやる気 

が失せてしまいますので）。 

 

ですから例えばこのテキストで出てきていない動詞と出合った時には 

英英辞書でそれを調べて１番目に出てくる意味だけをピックアップして 

その動作状況を想像します。 

 

あるいは英英辞書で厳しいなら英和辞書でも良いので、同じく１番目に 

出てくる意味だけをピックアップしてその動作を想像します。 

 

いずれにしてもポイントは１番目に出てくる意味とその動作を想像 

してイメージコアを植え付ける事です。 

 

何度もそれをやっている内に 

自然とコアを理解していきますので是非トライして下さい。 
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前置詞と副詞の違い  
 

まず基本動詞のイメージコアを見る前に、我々にとって熟語あるいは 

イディオムをとても分かりにくくしているものが、動詞とくっつく前置詞や 

副詞です。 

 

ここを理解していると更にイメージしやすくなります。 

英語には前置詞と全く同じ形をしているのに副詞という働きを 

しているものがあります。 

 

ちなみに前置詞とは名詞の前に置かれ、前から流れてきた英文の 

位置関係を示す為に役立ちます。 

 

副詞というものは動詞や形容詞、あるいは同じ副詞をもっと豊かに表現する 

為のものです（要するに名詞以外を豊かに表現する品詞です）。 

 

これ程違う働きなのに形あるいは音は全く一緒のケースがあります。 

 

なぜこんなことが起きるのでしょうか？ 

 

これを明快に説明されているのが刀祢 雅彦さんの 

「前置詞がわかれば英語がわかる」という本にあります。 

 

興味のある方はとても参考になる本ですのでおススメします。 

ここでは刀祢さんの本に書いている事を中心にお伝えしていきます。 

 

刀祢さんの解説によれば、 

例えば、on というものは前置詞としても副詞としても存在しています。 

 

He put the hat on his head. 

 

という文章があります。 

ここで出てくる on は前置詞と呼ばれるものです。 
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要するに彼が帽子をどこかへ置いたわけです。 

その置いた位置関係が頭の上という事で on his head で示されています。 

 

しかし、帽子を on his head に置く、つまり頭にかぶるというのは当たり前 

の事なので省略しても良いのでは？という考えが英語に生まれて、 

 

He put the hat on. 

という形になりました。 

 

on の後ろに来ていた his head がなくなったので前置詞として見るのは 

厳しいと考えた学者達はこの on を副詞と呼ぶようになったそうです。 

 

これが逆に我々を迷宮の中に入れてしまったとも考えられますが、 

基本的には前置詞・副詞という呼び方の違いはあっても同じである 

という事です。 

 

ですからこのようなケースの副詞と呼ばれるものは、前置詞の後に本来来る 

はずの名詞が省略されたものであると考えれば理解はできます。 

 

ですから本来前置詞としての働きであるコアを理解していれば、 

後は動詞のイメージコアと繋げて想像力を働かせれば、不毛な日本語訳 

に頼る事は軽減されるはずです。 

 

書籍にも出ていますが put off で見てみますと、これには「～を延期する」 

「～をおろす」「～を不快にさせる」と全く別の意味が同じ put off なのに 

存在します。 

 

これもこのような日本語意訳は頭から外して感じてみると、 

元々off 自体に離れるというコアがあります。put のコアは置くです。 

 

I will put you off at the station. 

（駅でおろすよ） 

 

この場合に I は you を置くわけです。そして off させるわけです。 
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この時、off の後に何が省略されているのか考えると分かりやすいです。 

 

ここでは車と仮定したら I will put you off my car at the station.と 

なり、「あなたを車から離して駅に置く」という所から駅でおろすという 

解釈になるわけです。 

 

ですから別に日本語訳でおろすという意味を覚えている必要はなく、 

車から離して駅に置くというイメージで捉えられる方が余程有益です。 

 

また次のようなケースだとどのように感じるでしょうか？ 

We put off the meeting until next Monday. 

（我々は会議を来週月曜日に延期した） 

 

off の後には schedule が省略されていると考えて、もう少し分かり 

やすく並べ替えると、 

 

We put the meeting off our schedule until next Monday. 

 

となり、我々はまず会議を置いた(put)わけです。それは自分達の 

スケジュールから離れた(off)所だという事です。 

 

そしてこのケースでは「～延期する」というニュアンスへ 

変わるわけです。 

 

それでは例えば、 

May I come in? （入ってもいいですか？） 

という良く聞く疑問文には何が省略されているでしょうか？ 

 

完全な正解はありませんが、 

May I come in the room? 

とか 

May I come in your office? 

などが来て、the room や your office がない場合は副詞の in として、 

それらの名詞がある場合は前置詞として考えられます。 
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続いて、get over で見てみます。 

get over には「～を克服する」または「～を相手に分からせる」などと言った 

日本語意訳が存在します。 

 

１：She got over the shock. 

（彼女はそのショックを克服した） 

 

２：He wanted to get over his idea. 

（彼は自分の考えを伝えたかった） 

 

この場合、あえて分けると１番目の文章で使われている over は前置詞で、 

２番目に使われている over は副詞となります。 

 

よって、１番目の文章は She got the shock over.という語順には出来ません。 

しかし２番目の文章は He wanted to get his idea over.という語順に出来ます。 

 

ちなみに副詞というものは文章の中で色々な所に入れる性質を持って 

いますが、このような前置詞と似ている副詞は動詞と直ぐにくっつけたり、 

離したりすることが可能です。 

 

ここで考えたいのが、over のコアです。 

 

over のコアは「越える」です。目の前に水たまりがあり、 

それを飛び越えるようなイメージの時に使われます。 

 

ですから１番目の over は got の後に力が及ぶような名詞が来ていないので、 

型のルールで考えると単なる動作パターン（SV）となり、彼女自身が 

the shock というものを飛び越えた（その状態を得た got）というイメージです。 

 

一方で２番目の over は get his idea と並べ替えられるので get の 

パワーが his idea に及んでいます。まずは his idea を得ている状態です。 

 

それを over 飛び越えさせるという所から考えを伝えるという 

イメージが起こります。 
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ここでは He wanted to get his idea over to his audience.という 

to his audience 的な（絶対の正解ではありません）ものが省略 

されていると考えれば分かりやすいと思います。 

 

自分の考えを飛び越えさせた先はどこなのか？という事を 

to his audience という to によって指し示してあげるという事です。 

 

では out と in ではどうでしょうか？ 

 

The teacher handed out the exams. 

（先生がテストを配った） 

 

The students handed in their essays. 

（生徒達はエッセーを提出した） 

 

この場合は out には外に向かって広がるイメージ、in は逆に内側に集まる 

というイメージがあるのでこのような訳になります。 

 

これも out には元々外に出ると言うコア、in には内側、中にすっぽり 

収まるというコアからイメージが創り出されます。 

 

それでは on と off ではどうでしょうか？ 

 

on には基本的に接触しているコアがあります。 

それが継続的な副詞としての意味合いにつながります。 

 

例えば、 

He ran. 

（彼は走った） 

 

He ran on. 

（彼は走り続けた） 

 

この場合、彼は run という行為に接触(on)しているという所から 

走り続けているという継続的な意味合いで使われます。 
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そして・・・ 

He ran on and on. 

（彼はどんどん走り続けた） 

 

こうなると、run という行為が接触(on)している状態を and で 

繰り返しているので更に走り続けた解釈が出て来ます。 

 

更に・・・ 

He ran on and off. 

（彼は走ったり休んだりした） 

 

この場合は off 自体に離れるというコアがありますので、run という行為が 

接触して(on)継続したり離れて（off）休んだりしたという解釈になります。 

 

後に up と down についても述べられていますが、 

これも基本的にコアを理解してイメージを創り出して行けば問題ありません。 

 

例えば、 

I wrote down his phone number in my datebook. 

（私は彼の電話番号を手帳にメモした） 

 

I looked up the word in his dictionary. 

（私はその言葉を彼の辞書で調べた） 

 

ここで write down はメモしたという意訳が当てられていますが、 

down のコアは下へです。ですから write という書く行為が下に 

向かっているのでメモしたという意訳が当てられます。 

 

一方 look up はここでは調べたという意訳が当てられていますが、 

up のコアは上へです。 

 

ストレートに考えれば look up ですから見て上がる、見上げるという事に 

なりますが（このままの意味で使われるシーンも当然あります）、 

そこからイメージを働かせて調べるという理解に発展します。 
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このように、前置詞と副詞というものは全く形が同じで混同 

しやすいですが、動詞のコアからイメージを働かせるあるいは 

前置詞のコアからイメージを働かせるという意識を持っていれば 

熟語やイディオムの不毛な暗記からは解放されます。 

 

例えば look up をしっかり調べるという意訳で理解しなければ 

ならないという事はありません。 

 

ｌook と up のコアからイメージして先ほどの例で言えば、 

前後の I や the word から何となく調べる的な意味合いで解釈できればＯＫです。 

 

これから基本動詞のイメージコアをお伝えしますが、 

その後に載せた基本的な前置詞のコアも踏まえて是非コアとイメージで 

理解しようとする意識で特に基本動詞は捉えるようにして下さい。 

＜go＞  
「go はその場から「立ち去って進んで行く・向かって行く」  

というニュアンスを持っている」  

  

They go to the book store. 

（They が book store へ進んで行く） 

 

＊人に限らず、モノや状態などのケースでも同様である。 

The company went bankrupt. 

(bankrupt という方へ向かって行った) 

 

Keep the food in the fridge so it doesn’t go bad. 

（the food が bad という方へ向かって行く） 
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＜come＞  
「come はある地点から見てそこへ到来するというイメージ。  

これは当然人だけに限らない」  

  

He wil l come to our house tomorrow. 

(our house という地点から見て He が到来する) 

 

 

The tornado might come to our vi l lage. 

（our vi l lage という地点から見て the tornado が到来する） 

 

How come you did something l ike that? 

(どういう過程を経て到来したのか？という視点) 

  

＜run＞  
「run はずばり「走る」というコア。人以外でも当然走るという  

コアで使われる」  

  

My nose is running. (鼻が走っている⇒鼻水がたれている) 

run の動詞パワーが何処にも及んでいないので my nose 自体が 

自ら run している事が分かる。 

 



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 
 

He runs the book store. (彼は本屋を走らせている⇒経営している) 

run の動詞パワーが the book store に及んでいるので He が 

the book store を走らせているという事が分かる。 

  

＜bring＞  
「bring は come＋モノを持っているイメージコア。  

モノは物理的なものとは限らない」  

He is going to bring your note. 

(ノートを持って来る) 

 

The technology wil l bring many changes to our l ives. 

（テクノロジーが多くの変化を持って来る） 

  

＜drive＞  
「drive は力を加えて動かすというコアを持っている」  

  

The dogs drove the cat out of the garden. 

(犬が猫に力を加えて追い出した) 

 

The exam is driving me crazy. 

(テストが私に力を加えてクレイジーに動かしている) 
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What are you driving at? 

(君は力を加えてそこへ向かって何を動かしているんだ？（何が言いたいん

だ？）） 

＊運転する drive も本来はこのコアから来ている。 

  

＜rise＞  
「rise は上に移動して行くニュアンスがある。上がって行くという  

コアである。比喩として使われたり、量が増える事なども上がる  

というコアを持っている」  

  

The curtain rises.  

(幕が上がっているイメージ) 

 

Tears were rising to her eyes. 

（涙が上がっているイメージ） 

 

The actress rose to fame. 

(女優が有名な方へ上がっているイメージ) 
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＜fall＞  
「rise と対照的に fall は下に移動して行くニュアンスがある。  

下への移動から落ちるや活発的でなくなるなどのニュアンス  

が派生する」  

 

 

He fel l asleep soon after I talked to him. 

(眠る方へ下がる、落ちて行くイメージ) 

 

They fal l in love each other. 

(愛の中へ下がる、落ちて行くイメージ) 

  

＜advance＞  
「advance は前方に移動するニュアンスがある。前方への移動な

ので、そこから状況が前進したりするニュアンスも出てくる」  

 

They advance against the enemy. 

(敵に対して前進していく（攻撃）イメージ) 
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He advances in knowledge. 

(知識の中へ前進していく（進歩）イメージ) 

  

＜recede＞  
「advance とは対照的に recede は後方に移動するニュアンスが

ある。後方への移動なので、そこから状況が後退したりするニュ

アンスが出てくる」  

 

He recedes from his mind. 

(記憶から後退（遠のく）して行くニュアンス) 

 

His hair has been receding since he was 16 years old.  

(髪の毛が後退し（禿げて）行くニュアンス) 

  

＜fetch＞  
「fetch のイメージコアは go または get＋bring である。  

「取って持って来る」という移動ニュアンス」  

 

Could you fetch a doctor? 

(医者を取って持ってくる（連れてくる）イメージ) 
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Fetch the document right now! 

(書類を取って持って来る（持って来る）イメージ) 

  

＜pass＞  
「pass のイメージコアは経路を過ぎるというニュアンス。  

経路という移動方向がある所を過ぎて行くイメージ」  

  

You can turn right after passing the second intersection. 

(２番目の交差点までの経路を過ぎ去っていくイメージ) 

 

Time passed so quickly that I almost forgot the appointment. 

(時間軸という経路で時間が過ぎ去るイメージ) 

  

＜carry＞  
「carry のイメージコアは支えながら移動するニュアンス。  

よって hold しながら移動するイメージ」  

  

You should carry the baggage by yourself . 

(バッグを支えながら移動するイメージ) 

 

 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

138 
 

I carried his massage to her. 

(メッセージを支えながら移動（伝える）するイメージ) 

  

＜put＞  
「put のイメージコアはあるモノを移動する・置くニュアンス。  

モノに限らず抽象的なものでも移動するイメージ」  

  

Would you put my bag on the table? 

(バッグをテーブルに移動させ置くイメージ) 

 

Don’t put pressure on me! 

(プレッシャーを自分に移動させ置くイメージ) 

  

＜leave＞  
「leave のイメージコアは「出て行く」移動と「その場に残る」  

という２つのニュアンスがある」  

  

He left for the station. 

(駅に向かって出て行くイメージ) 
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He left his umbrella in the station. 

(傘をその場に残したイメージ) 

  

＜reach＞  
「reach のイメージコアは届くというニュアンスがある。これはモノ

に限らず抽象的な事に対しても同様のイメージを持つ」  

  

I could reach the store.  

(ストアに届いたイメージ) 

 

How can I reach you?  

(自分が相手に届くイメージ) 

 

＜change＞  
「change のイメージコアは正に変化する状態。ここから様々な  

ニュアンスに派生する」  

  

You should change your dress here.  

(服を変化させるイメージ) 
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I need to change my attitude.   

(態度を変化させるイメージ) 

  

＜become＞  
「become のイメージコアは be＋come で何処からか来て(come)

～になる(be)と言う変化のニュアンスがある」  

  

I became a teacher. 

(先生ではなかった所から来て先生になったイメージ) 

 

The suit absolutely becomes him.  

(スーツが彼ではなかった所から来て彼になったイメージ（とても似合う）) 

  

＜grow＞  
「grow のイメージコアは「大きく成長していく」という  

ニュアンスがある」  

  

His baby is growing unbelievably so fast! 

(赤ちゃんが大きく成長していくイメージ) 
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His business grows rapidly. 

(ビジネスが大きく成長していくイメージ) 

  

＜develop＞  
「develop のイメージコアは「元々中にあったものが徐々に育つ」  

というニュアンスがある」  

  

He develops his musical talent. 

(元々あった音楽的才能を徐々に育てるイメージ) 

 

When is the fi lm going to be developed? 

(元々あったフィルムが徐々に育てられるイメージ) 

 

＜improve＞  
「improve のイメージコアは「価値ある方へ変化する」というニュア

ンスがある。ただの変化を示す change とはその点で異なる」  

  

They improved a machine. 

(機械を価値ある方へ変化させるイメージ) 
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He improved himself in English. 

(自分自身を英語の中で価値ある方へ変化させるイメージ) 

  

＜increase＞  
  

「increase のイメージコアは「増えて行く変化」というニュアンスが

ある。増えて行くものはサイズや値段など何でも良い。ちなみに

decrease は全く逆で「減って行く変化」というニュアンス」  

  

The president decided to increase a person’s salary. 

(給料が増えて行く変化というイメージ) 

 

He wants to increase his happiness. 

(幸福感が増えて行く変化というイメージ) 

  

＜extend＞  
「extend のイメージコアは「長さが増えて行く変化」というニュアン

スがある。増えて行くものは抽象的なものでも使われる」  
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She extended her hand in greeting. 

(手の長さが増えて行く変化のイメージ) 

 

They extend their operations. 

(事業の長さが増えて行く変化のイメージ（拡大していく）) 

 

＜have＞  
「have のイメージコアは単純に「持っている」というニュアンス。  

手に持っているという意味でもあれば、自分の範囲内に持ってい

る（物理的な手に持っているではなく、所有しているイメージ）とい

うイメージ。よってhave  coffeeはコーヒーを持っている⇒飲むとい

う意味に変わっていく。have と seatだったら椅子が範囲内にある

ので物理的に手に持つよりも座るという意味に変わる」  

  

現在完了や過去完了でも同様。 

I have l ived in Tokyo. 

これは「私は持っている、住んでいた状態を（どこ？）東京に」 

という流れの現在完了形だが、この形でも 

基本的に過去 lived していた状態を今持っているという過去から 

現在を繋ぐ表現として使われる現在完了形でも同様である。 
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＜be＞  
  

「be のイメージコアは「存在・状態」というニュアンスはあるが、主

人公とbe動詞以下をイコールで結ぶ役割がある。よってbe動詞

はイコールで結ぶ（主人公が be 動詞以下の状態である）事と時

制を整えるぐらいで大きな意味はない」  

  

I was a teacher. 

(私と教師が過去にイコールだった状態をイメージ) 

 

Who is responsible for that? 

(誰とそれに対する責任がイコールである状態をイメージ) 

 

＜see＞  
「see のイメージコアは「目に入ったものを認識する」というニュア

ンスがある。よって単純に見るという行為よりも理解や認識

(understand)的なものを含んでいる」  
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I saw him cross the bridge. 

(彼が橋を渡っているのを見て認識した状態をイメージ) 

 

I see what you mean. 

(言っている事を認識した状態をイメージ（見る行為とは関係なく）) 

  

＜look＞  
「look のイメージコアは「単純に目を向ける」というニュアンスが  

ある。see とは違い認識するというよりも目や注意を向ける行為に

コアがある」  

  

Look at the guy who is staring at us. 

(男に目を向ける状態のイメージ) 

 

I was looking for my key. 

(キーに目を向けている状態のイメージ（探している）) 
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＜watch＞  
「watch のイメージコアは「集中して目を向ける」というニュアンス

がある。look のように単純に目を向けるよりも、より集中・注意を

払って目を向けて行くニュアンス」  

  

Could you watch my luggage while I am shopping? 

(荷物に集中して目を向けて欲しい状態のイメージ) 

 

Watch out! The ceil ing is giving way. 

(危ないので集中を出して欲しい状態のイメージ) 

  

＜hear＞  
「hear のイメージコアは「耳に入ったものを認識する」というニュア

ンスがある。耳を実際に傾ける“行為”そのものではない。see が

目に入ったものを認識するというコアがあるのと非常に似ている」  

 

I heard his bare feet on the porch. 

(彼がはだしで歩く音を認識している状態のイメージ) 
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I can’t hear what you are saying. 

(言っている事が耳に入って認識できない状態のイメージ) 

  

＜listen＞  
「listen のイメージコアは「耳を傾ける行為」というニュアンスがあ

る。hear と違い、耳を実際に傾ける“行為”そのものである。look

が目を向ける行為というコアがあるのと非常に似ている」  

  

I am l istening to a lecture. 

(講義に耳を傾けている行為をしている状態のイメージ) 

 

Children don’t always l isten to their parents. 

(両親に耳を傾けてはいない状態のイメージ) 

  

＜taste＞  
「taste のイメージコアは「能動的に味わう/受動的に味がする」と

いうニュアンスがある。物理的な口で感じる味はもちろん、抽象

的なものにも使われる」  
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He tasted the soup and added a l itt le salt .  

(能動的にスープを味わった行為をしている状態のイメージ) 

 

We often taste the sweets and bitters of l i fe. 

(人生の苦楽を受動的に味わう（経験する）行為をしている状態のイメージ) 

  

＜smell＞  
「smell のイメージコアは「能動的に臭いをかぐ/受動的な臭う」  

というニュアンスがある。物理的な鼻で感じる臭いはもちろん、  

抽象的なものにも使われる」  

  

She smelled the meat to see if it was fresh. 

(能動的に肉が新鮮かどうか臭いをかぐ状態のイメージ) 

 

I smell danger coming. 

(危険が迫っているのを受動的に臭う（感じる）状態のイメージ) 
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＜feel＞  
「feel のイメージコアは「能動的に感じる/受動的に感じる」という  

ニュアンスがある」  

  

She feels the texture of cloth. 

(能動的に布地を感じている（感触を調べる）状態のイメージ) 

 

I felt so tired that I need a break. 

(受動的に疲れを感じた状態のイメージ) 

  

＜think＞  
「think のイメージコアは「能動的に考える/受動的に思う」  

というニュアンスがある」  

  

Hold on. I am thinking about it .  

(能動的に考えている（感触を調べる）状態のイメージ) 

 

She thought that he was right. 

(受動的に思った状態のイメージ) 
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＜believe＞  
「believe のイメージコアは正に「信じる」だが、心から確信  

しているというニュアンスがある」  

  

I bel ieve him to be honest. 

(彼が正直だと心から確信している状態のイメージ) 

 

You can’t expect me to believe that. 

(自分が心から確信を持つのは期待して欲しくない状態のイメージ) 

  

＜consider＞  
「consider のイメージコアは「深く考える」というニュアンスがある」  

 

I consider him for a job. 

(彼に仕事を与えようと深く考えている状態のイメージ) 

 

He considers moving to the country. 

(彼が田舎に引っ越そうか深く考えている状態のイメージ) 
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＜suppose＞  
「suppose のイメージコアは「心の中にある思いを感じる」という  

ニュアンスがある」  

  

I suppose you are right. 

(君が正しいと心の中にある思いを感じている状態のイメージ) 

 

Suppose it rains, what shall we do? 

(雨が降ったケースを心の中に思い感じている状態のイメージ) 

  

＜expect＞  
「expectのイメージコアは「当然そう思う」というニュアンスがある」  

  

I expect you for dinner next week. 

(あなたが来週夕食に来る事を当然そう思っている状態のイメージ) 

 

I expect to succeed. 

(自分が成功することは当然そう思っている状態のイメージ) 
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＜understand＞  
「understand のイメージコアは難易度に関わらず「確信して  

理解する   確信はないが理解する」というニュアンスがある」  

  

I understand what you are talking about. 

(相手の言っている事が確信して理解できている状態のイメージ) 

 

I understand you to be a teacher. 

(相手が先生である事を確信はないが理解している状態のイメージ) 

 

＜imagine＞  
「imagine のイメージコアは「心の中にイメージを抱く」という  

ニュアンスがある」  

  

I can’t imagine marrying him. 

(彼と結婚する事が心の中にイメージを抱けない状態のイメージ) 

 

I always imagined him as an old man. 

(彼が老人だといつも心の中でイメージを抱いていた状態のイメージ) 
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＜know＞  
「know のイメージコアは「頭の中に知識がある状態」という  

ニュアンスがある」  

  

I know where he is right now. 

(彼が今どこにいるか頭の中に知識がある状態のイメージ) 

 

How wil l I know you? 

(どうやって相手を頭の中に知識があるようにするか聞いている 

状態のイメージ（初対面の時など）) 

  

＜speak＞  
「speak のイメージコアは「実際に口から音を出して話す」  

というニュアンスがある」  

  

I’l l speak to him about it . 

(実際に口から音を出して彼と話そうとしているイメージ) 

 

I want you to speak in public. 

(相手に実際口から音を出して公衆の前で話し手欲しいイメージ) 
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＜talk＞  
「talk のイメージコアは「言葉のコミュニケーション情景」という  

ニュアンスがある。Speak と違い実際に音として口から出してい

る必要はない」  

  

We should talk it over again. 

(もう一度言葉のコミュニケーションが必要だというイメージ) 

 

She is talking with her neighbors. 

(彼女が言葉のコミュニケーションを近所としている状態のイメージ) 

  

＜tell＞  
「tell のイメージコアは「メッセージを届ける」というニュアンスがあ

る。Speak と違い実際に音として口から出している必要はない」  

  

Would you tel l us a story again? 

(我々にもう一度何か話のメッセージを届けて欲しいイメージ) 

 

Don’t make me tel l you again. 

(二度と同じメッセージを言わせるなというイメージ) 
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＜say＞  
「say のイメージコアは「言葉自体へのフォーカス」という  

ニュアンスがある。Speak と違い実際に音として口から出してい

る必要はない」  

  

Do you have anything to say for yourself? 

(何か言葉自体にフォーカスする事があるのか？というイメージ) 

 

What do people say of me? 

(人が何ていう言葉を言っているのか？（言葉自体）というイメージ) 

  

＜get＞  
「get のイメージコアは「行動・苦労が伴って得る」という  

ニュアンスがある」  

  

Will you get me a ticket? 

(切符を何らかの行動を伴って得てくれないか？というイメージ) 

 

You should get the tiger f irst shot. 

( 初の一撃という行動でトラを仕留めるというイメージ) 
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＜obtain＞  
「obtain のイメージコアは「get の丁寧バージョン」という  

ニュアンスがある」  

  

Where can I obtain the ticket? 

(何らかの行動を伴ってどこでチケットを手に入れられるかというイメージ) 

 

You can obtain the form from our department. 

(何らかの行動でその申込み用紙を手に入れられるイメージ) 

  

＜acquire＞  
「acquire のイメージコアは「get よりも苦労が伴う」という  

ニュアンスがある」  

  

You should acquire the knowledge to get the job. 

(何らかの苦労する行動でその知識を得るイメージ) 

 

He has acquired quite a reputation as a manager. 

(何らかの苦労する行動で名声を得ているイメージ) 
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＜gather＞  
「gather のイメージコアは「方々からかき集める/判断する」  

というニュアンスがある」  

 

He gathered the students around him. 

(方々から生徒をかき集めたイメージ) 

 

From what he said I gather that he was innocent. 

(彼が無実であるという事を判断しているイメージ) 

  

＜catch＞  
「catch のイメージコアは「動いているものをつかまえる」  

というニュアンスがある」  

  

He wil l catch a blow on the arm. 

(動いている攻撃を腕でつかまえる（受け止める）イメージ) 

 

Catch you later. 

(動いている君を後でつかまえる（あとでねの挨拶）イメージ) 
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＜grab＞  
「grab のイメージコアは「素早く/強く   つかむ」というニュアンスが

ある。これは具体的なモノでなく、抽象的なものでも使われる」  

  

I grabbed his collar and punched him. 

(彼の襟を強く掴んでパンチしたイメージ) 

 

Let’s grab a bite to eat. 

(素早く食べる為の１口を掴もうというイメージ) 

  

＜take＞  
「take のイメージコアは「簡単に得る」というニュアンスがある。  

get のように行動や苦労を伴って得るよりも本棚から本をサッと取

るようなイメージ。具体的なモノでなく、抽象的なケースでも使わ

れる」  

  

I took him by the arm. 

(彼の腕を簡単に得たという（押さえた）イメージ) 
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He was much taken with her beauty. 

(彼女の美しさに簡単に得られた（魅了された）イメージ) 

  

＜make＞  
「make のイメージコアは正に「作る」というニュアンスがある。  

「作る」というコアから文脈上様々な想像を働かせる必要がある」  

  

He made lots of money. 

(たくさんお金を作った（稼いだ）イメージ) 

 

Can you make yourself understood in English? 

(自分自身を英語で理解される状況を作れるか？というイメージ) 

  

＜create＞  
「create のイメージコアは「新たに創造する」というニュアンス  

がある」  

  

He created a lot of animation fi lms. 

(たくさんのアニメーションを新たに創造したイメージ) 
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The administration created new rules to enrol l for applicants. 

(新たなルールを創造したというイメージ) 

  

＜produce＞  
「produce のイメージコアは「中から生み出す」という  

ニュアンスがある」  

  

The musical has produced a great sensation. 

(素晴らしい評判を中から生み出したというイメージ) 

 

 

Could you produce your proof? 

(証拠を中から生み出せるか？というイメージ) 

  

＜generate＞  
「generate のイメージコアは「煮込んで生み出す」という  

ニュアンスがある」  

  

The company should generate electricity immediately. 

(電気を煮込んで生み出すイメージ) 
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He needs to generate some ideas for the project. 

(いくらかのアイディアを煮込んで生み出すイメージ) 

  

＜build＞  
「build のイメージコアは「パーツを組み立て作る」というニュアン

スがある。物理的なモノに限らず、抽象的な内容にも使われる」  

  

My dad built this shelf . 

(棚をパーツを組み立て作ったイメージ) 

 

They should build a great relationship each other for this project. 

(素晴らしい関係をパーツを組み立て作るというイメージ) 

  

＜form＞  
「formのイメージコアは「形を与えて作る」というニュアンスがある。

物理的なモノに限らず、抽象的な内容にも使われる」  

  

He formed a bowl from clay. 

(粘土から形を与えて碗を作るイメージ) 
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The House is not yet formed. 

(議会はまだ形を与えて作られていない（成立していない）イメージ) 

＜let＞  
「let のイメージコアは「解放する」というニュアンスがある。制御・

コントロールしているものを取り除いて自由な状態にさせる」  

  

You should let them go there. 

(them を開放してそこへ行かせるイメージ) 

 

Don’t let me down! 

(me を開放して下にさせる（失望）イメージ) 

 

＜seem＞  
「seem のイメージコアは「ある状態に思える・見える」というニュア

ンスがある。見えると言っても視覚に限らない」  

  

Keiko seems tired. 

(Keiko が tired という状態のイメージ) 

 

It seems to be just the right size for me. 

(It が the right size であるイメージ) 
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＜ask＞  
「ask のイメージコアは「質問する・頼む」というニュアンスがある。

２通りの解釈は文脈上で行う」  

  

Can I ask you the time? 

(you に時間を質問している状態のイメージ) 

 

He asked us to leave the room. 

(us に部屋から出て行ってもらう事を頼むイメージ) 

 

＜turn＞  
「turn のイメージコアは「状態や行動の変化」というニュアンス  

がある」  

  

Go two blocks down this street and turn right. 

(r ight の方角へ行動を変化させるニュアンス) 

 

Please wait for the traffic l ight to turn green. 

(the traff ic l ight の状態が green へ変化するニュアンス) 
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＜pull＞  
「pull のイメージコアは「何かをつかんで力を入れて自分の方へ

ひきつけている」というニュアンスがある」  

  

You need to pull the door to open it .  

(the door をつかんで自分の方へひきつけるニュアンス) 

 

I have to pull off the diff icult work. 

(the diff icult work を自分の方へひきつけ off（外す）の状態にするニュアンス 

（困難な仕事を乗り越える）) 

 

＜set＞  
「set のイメージコアは「決められた位置にきちんと合うように置く」

というニュアンスがある。どこでも置く時に使われる put とは対照

的なイメージコア」  

  

You must set al l the toys exactly the way they are suppsed to be. 

(al l the toys を決められた位置にきちんと置くニュアンス) 
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I have to set some money aside for my future. 

(some money を別に(aside)きちんと置くニュアンス（お金をとっておく）) 

＜raise＞  
「raise のイメージコアは「低い位置から高い位置に物理的に移動

させる動作」というニュアンスがある」  

  

Please raise your hand if you have any questions. 

(your hand を低い位置から高い位置に移動させるニュアンス) 

 

He raised his eyebrows when he saw the gir l .  

(eyebrows を低い位置から高い位置へ移動させるニュアンス) 

 

＜cost＞  
「cost のイメージコアは「費用がかかる」というニュアンスがある。

そこから派生して代償として支払わせるというイメージも出る」  

  

This university education cost your parents three mil l ion yen. 

(your parents にとって three mil l ion yen の費用がかかるニュアンス) 

 

The car accident cost him his left leg. 

(代償として his left leg を支払ったイメージ（事故で左足を失った）) 
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主要前置詞イメージコア  

＜to＞  
「to のイメージコアは到達を含む方向を表す。⇒（矢印）の  

ような役割でいつも考える」  

  

She went to the station.  

駅に向かって（矢印）到達しているニュアンスも含む。 

 

I want to buy it . 

私がしたいという事が買うに向かって（矢印）到達している。 

 

＜for＞  
「for のイメージコアは to とは対照的に“到達を含まない”  

方向を表し、方向から派生して目的や理由も表すニュアンス」  

  

She left for the starion. 

 

駅に向かっているが到達までイメージしていません（もしかすると 

駅に行かずに途中でお店に寄っているかも知れない）。 
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＜with＞  
「with のイメージコアはずばり「つながり」のニュアンス」  

 

She wil l go to the shop with him. 

彼女がお店に行く予定というだけでも良いが、追加情報として 

him とつながりを提示している。him と繋がるというイメージがあるからこそ 

「一緒に」と訳す感じ。ちなみに without は with と out つながりから 

出るというイメージで「つながりがない」というニュアンスです。 

 

＜by＞  
「by のイメージコアは「そば（近く）」のニュアンス」  

 

She was standing by the door. 

彼女はその時まさにドアのそばに立っていたのですが、ドアのそばという 

イメージが by にはあります。良く受動態（受け身で be＋過去分詞と呼ばれる 

もの、詳細は後述）で動作を行った対象が by で示されますが、それも「そば」と 

考えれば問題ありません。 

 

This picture was painted by John. 

だったら painted by John.で「描かれた」と「ジョン」がそばにいたら自然と 

ジョンに描かれたと解釈すると思います。 
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＜from＞  
「from のイメージコアは「起点から離れて行く（完全に分離）」  

のニュアンス」  

 

Paper is made from wood. 

紙は完全に木から分離しているイメージ。 

 

＜of＞  
「of のイメージコアは「起点から離れて行くがまだ繋がっているニ

ュアンス（完全に分離していない）」  

 

This desk is made of wood. 

机はまだどこか木と繋がっているイメージ。少し変な例ですが、 

あなたの体にイボが出来ている場合を想像してみてください。 

イボと体は繋がっています。イボ of 体のようなイメージです。 

しかしイボを手術して完全に取り去ったら？イボ from 体のイメージです。 

 

あるいは生卵を想像してください。 

黄身と白身の関係にも似ています。黄身 of 白身のようなイメージです。 

そして黄身が完全に白身と分離している時には黄身 from 白身というイメー

ジです。 
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＜at＞  
「at のイメージコアは「点でふれている」ニュアンス」  

 

She woke up at 7am. 

時刻は点で表されるイメージ（タイムラインのようなもの）なのでその上に 

触れているイメージから at が使われます。 

 

She arrived at Tokyo. 

東京という点に到着したので、東京駅か何かをイメージさせる。 

次の in とも比較してみて下さい。 

 

＜in＞  
「in のイメージコアは「中にすっぽり収まる、包み込む」  

ニュアンス」  

 

She l ives in Tokyo. 

東京に住んでいますが、東京という中にすっぽり収まっている 

イメージなので具体的に東京駅というイメージというよりも東京全体 

をイメージさせます。 
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地図をイメージすると分かりやすいです。 

前述した at Tokyo なら地図上で東京の１点、例えば東京駅を見ており、 

今回の in Tokyo なら地図上で東京全体を見ているイメージです。 

＜on＞  
「on のイメージコアは「接触、ピタリとくっついている」ニュアンス」  

 

She looked at a clock on the wall .  

接触していれば決して上では無くてもよいので、on the wall のように 

壁に触れている状態でも使います。 

 

＜off＞  
「off のイメージコアは「on の反対で接触していない状態、  

離れている」ニュアンス」  

 

She fel l off the stage. 

ステージから離れている状態 
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＜over＞  
「over のイメージコアは「覆いかぶさっている、越える」  

ニュアンス」  

 

She put her hands over her face. 

彼女は手で顔を覆っているイメージ。 

水たまりなどを飛び越える時も over を使います。 

 

＜about＞  
「about のイメージコアは「周りあるいは周辺」というニュアンス」  

 

She is about to have coffee. 

彼女は about 以下の状態(is)であり、about 以下の周辺にいる状態です。 

それはコーヒーを飲む周辺(have coffee)なのでもうすぐ 

コーヒーを飲むという状態です。 

 

以上です。 

 

終的にはここで出てくる重要基本動詞を見ただけで、そのイメージコア 

を直ぐに感じられるようになって下さい。それぐらい今回取り上げている 

動詞はとても大切です。もちろん他にも重要動詞というものは 

世の中に存在します。 
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しかしこのテキストでイメージコアだけを捉えようとしていると、 

不思議とここでは出てきていないような動詞もコアで捉えて行くように 

なってきます。 

 

更に冒頭にもお伝えしましたが、他にも良く見る、出合う動詞があったら 

それを英英辞書あるいは英和辞書で調べて１番目の意味だけを 

ピックアップしてその動作を自分に置き換えるあるいは他の人に置き換えて 

そのシーンを想像して下さい。 

 

これをやるだけで大きく変わっていきます。 

 

もちろん中にはどうしてもイメージコアな部分とは全くかけ離れている 

意味を持つものもあります（EX:raise は子供を育てるというコアもある）。 

 

しかしそれは都度対応していくしかありません。まずは１番目の意味だけを 

ピックアップして意味として出合う確率の高いものに絞って下さい。 

いつでもコアを知り、イメージを創り出すという意識を忘れないで下さい。 

 

 

不毛な日本語意訳から「さようなら」を 

する為に是非マスターして下さい！ 
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★速読英単語   必修編★  
 

このテキストはフェーズ２でも使用しましたが、残りの部分をこの 後のフェーズで 

実践して行きます。フェーズ２でもお伝えしましたが、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。 

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分析理解して下さい。 

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。 

 

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。 

 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

174 
 

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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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＊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。 

 

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  
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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。 

 

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）。 
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■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 

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３では以下の範囲で実践して下さい。 
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Page Number Title 

P212 41 言葉と身体言語の違い（１） 

P216 42 言葉と身体言語の違い（２） 

P222 43 触れることの作用（１） 

P228 44 触れることの作用（２） 

P232 45 テレビゲームの影響力（１） 

P236 46 テレビゲームの影響力（２） 

P240 47 読書の重要性（１） 

P244 48 読書の重要性（２） 

P250 49 外国語を学ぶ際に必要なもの（１） 

P256 50 外国語を学ぶ際に必要なもの（２） 

P262 51 風邪に関する常識 

P266 52 スーパーの便利さと運搬燃料（1） 

P272 53 スーパーの便利さと運搬燃料（2） 

P278 54 ディズニーの大きな決断（1） 

P282 55 ディズニーの大きな決断（2） 

P286 56 ディズニーの大きな決断（3） 

P290 57 インターネット情報の真偽（1） 

P294 58 インターネット情報の真偽（2） 

P300 59 インターネット時代の印刷物の役割（1） 

P306 60 インターネット時代の印刷物の役割（2） 

P312 61 食の安全と有機農業（１） 

P316 62 食の安全と有機農業（２） 

P320 63 医食同源（１） 

P326 64 医食同源（２） 

P330 65 イヌががんを発見する？（１） 

P334 66 イヌががんを発見する？(２) 

P338 67 石油から代替エネルギーへ 

P344 68 ヒトの自然治癒力 
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P350 69 ハエの超能力（１） 

P354 70 ハエの超能力（２） 

 

 

★英語の耳  リスニング 50 のルール★ 

 

いよいよ 後のテキストの実践方法です。 

 

他のテキストと同時に進めては行きますが、このテキストで 

英語回路トレーニングの全てのトレーニングは終わります。 

 

後に「英語独特の音」について理解していきます。 

 

実践英語の会話シーンでは子音と子音が結合して音が落ちたり、 

子音と母音が結合して別の音がプロデュースされたりすることが頻繁に起こります。 

 

この法則をルール化しているのが「英語の耳 リスニング 50 のルール」 

となります。 

 

この英語特有の現象はリンキングやリエゾンなどと呼ばれたりしますが、 

この法則を身につけておくとより一層「リスニング力」の強化に繋がります。 

 

このテキストも基本的に弊社採用の音読で攻略していきますが、 

完璧に音のプロデュースが出来なくても OK です。 

 

既にジングルズの発音トレーニングを通して舌の動きがここまでで 

相当滑らかになっているはずです。 

 

その滑らかな動きで舌をスピーディに動かすとリンキングやリエゾン 

といったこのテキストに出て来る独特な音をある程度ネイティブ並みでは 

なくても自らプロデュースできるようになっているはずです。 

 

このような技術が身につくのも「ジングルズ」の発音テキストを選択した 

１つの理由です。 
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そして運動レベルでジングルズがこの英語独特な音をプロデュースしてくれる 

のと同様に知識レベルで音読を通して是非マスターして下さい（繰り返しますが 

パーフェクトでなくても OK です）。 

 

ネイティブの話す英語が見違えるように聞きやすくなる事は間違いありません。 

音読の手順は基本的に速読英単語と同じですが、少しだけ違いますので 

確認して下さい。（リーディングはない） 

 

手順  

①	 リスニング（Listening）  

テキストを見ないで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	 パラレリング（Paralleling）  

リスニングを終えてからリーディングを飛ばして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。このとき、テキストに出ている日本語訳を参考に 

しても良いので（出来れば参考にしない方が理想）意味を理解しながら 

パラレリングをして下さい。 

 

③	 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（文章の場合）。 

 

EX： 

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

 

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。 

 

④	 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 
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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。 

 

⑤	 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。 

 

⑥	 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。 

 

それでは、以下の要領でトータル音読回数（①リスニ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回を終えた時点で都度セッションを受けるようにしてください。 
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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。 

 

例えば 初の題材は「01：be のルール①」です。 

次の題材は「02：be のルール②」となります。 

 

次の題材に入ったらまずは①リスニングを行ってから、 

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（４３：How のルールまで）。 

 

そして一通り①リスニングと各題材の音読７回の１回目が終了したら 

２回目に入ります。 

 

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。 

 

＊取り扱う内容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。 
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★音読２回目★  

２回目では①リスニングは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リスニングは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。 

 

３回目   音読目標合計６回  

 

リスニング１回～２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  
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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。 

 

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）。 
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■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。 

 

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。 
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音読実践する範囲は以下の範囲だけで結構です（チャプター２：単語の発音変化は 

行わなくて結構です。もちろん余裕があればご自身でも同様の音読法で実践する事

は全く問題ありません） 

 

Page Number Title 

P12 1 be のルール 1 

P17 2 be のルール 2 

P22 3 be not のルール 

P27 4 Be?のルール 

P31 5 don’t のルール 

P35 6 Do?と Has?のルール 

P39 7 been のルール 

P45 8 has と have のルール 

P49 9 can と could のルール 

P54 10 Can?と Could?のルール 

P58 11 will と would のルール 

P63 12 Will?と Would?のルール 

P67 13 may と should のルール 

P72 14 Shall？と Should?のルール 

P76 15 It のルール 

P82 16 be going to のルール 

P87 17 all のルール 

P92 18 about のルール 1 

P96 19 about のルール２ 

P101 20 at のルール 

P106 21 on と it のルール 

P110 22 out のルール 

P114 23 with のルール 

P118 24 of のルール１ 
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P122 25 of のルール２ 

P126 26 of のルール３ 

P130 27 to のルール１ 

P134 28 to のルール 2 

P138 29 and のルール 

P142 30 but のルール 

P148 31 bring のルール 

P153 32 call のルール 

P157 33 come のルール 

P161 34 love と give のルール 

P165 35 let のルール 

P169 36 need のルール 

P173 37 want のルール 

P178 38 get のルール 

P184 39 take と make のルール 

P188 40 Wｈｙのルール 

P193 41 Where と when のルール 

P197 42 What のルール 

P202 43 How のルール 
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英語回路トレーニングを終えて・・・  

  

ここまでの範囲で英語回路トレーニングが終了しました。本当にお疲れ様でした。  

ここまでのトレーニングメニューをこなされたあなたは間違いなく相当な  

力が付いています。もちろんネイティブのような完璧な英語を操る事は無理でしょう。  

  

それはどんな人でも同様です。余程、幼少期に英語圏に住んでいた  

という経験が無い限りはネイティブ並みになるのは無理です。  

  

しかし近付いて行く事は可能ですし、今の段階でも楽しめる英語や  

英会話は相当あります。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。  

きっと訪れることをお約束します。  

  

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。  

是非これから実践の場でどんどん英語力を磨いて下さい。  

もうあなたには英語や英会話でのトレーニングは必要ありません。  

実践で力を磨いていくだけです。  

  

その第一弾としてフレンズＤＶＤを使った方法をこの後に記載しています  

ので是非挑戦してみて下さい。頑張って下さい。  

  

いつも心から応援しています！  

ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました！  

Where  there  is  a  will,  there  is  a  way!  
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★実践英語への道～フレンズＤＶＤ～★  
 

ここでは英語回路トレーニングを終了させて実践英語へ羽ばたく 

意味でもフレンズＤＶＤを使用した方法で更に磨きをかけてみて下さい。 

 

フレンズの選択基準は様々ありますが、標準英語が使われ楽しめる 

内容という観点から選ばれています。 

 

そしてお手元にあるフレンズＤＶＤの第１話（マンハッタンの６人）と 

第２話（ロスの大事件）だけを使った方法をお伝えします。 

もちろん余裕があれば、その後のエピソードで実践して頂いても結構です。 

 

ただし、６０分を超えるものは集中力を欠きますので、 

６０分以内で収まる２話分（合計約４５分）で行います。 

 

フレンズを聞いたらあまりの会話のスピードに驚くかも知れません。 

またスラング的な内容やアメリカで過去に放映されたテレビ内容なども 

シーンには出てくるので分からないケースがあるかも知れません。 

 

まずはこの標準英語でスピードに慣れる事がとても大切です。 

それから意味理解をしていきながら、実際に自分でも口に出して 

真似てみる事です。 

 

口語の文法は特にイメージ化英文法の要素が役立ちます。 

イメージ化英文法ぐらいのざっくりとした感覚で捉えないと口語では 

スピードについて行けません。 

 

フレンズの２話を使用して行いますが、 上級に難しい教材です。 

このようなコメディや映画は日常英会話として英会話でも 難関の内容です。 

（ビジネス・旅行英語などの方が当然簡単）ただし英語回路が身についていると 

この実践英語の中に飛び込むだけでどんどん飛躍してレベルアップして行きますので

是非それを体感して欲しいと感じます。 

 

ここで初めて聞いて分からなくても全く問題ありませんのでご安心下さい。 
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フレンズＤＶＤ実践方法 

 

ファーストステップ 

 

まずは以下の順番に従って聞いて下さい。 

 

１：フレンズの第１話と第２話を日本語字幕を出して２～３回見る。 

２：フレンズの第１話と第２話を英語字幕を出して２～３回見る。 

３：フレンズの第１話と第２話を１度通して見ながら１０分単位で区切る。 

 

 

１番目はフレンズの背景知識を植え付ける事が目的です。 

 

回数は２～３回と表記していますが、これは個人差によって理解度が 

異なるので一概には言えませんが、１回でも背景知識が分かるなら 

それで止めても結構です。 

 

この時、話される英語の文法と日本語字幕を付け合わせするような感覚では 

なく、あくまでもどんな内容の事が話されているのかチェックするという 

意識で見て下さい。全く逆の言語同士を繋げる事に意味はありません。 

 

あくまでも背景知識を身に付ける為です。 

 

２番目はあなたにフレンズ口語表現の英語に慣れてもらう為です。 

 

これも１番目と同様に２～３回とありますが、話されている英語と字幕の 

英語を見て１番目の背景知識を持ちながら、意味が理解できるのであれば 

１回で止めても構いません。 

 

また注意して欲しい事として、英語字幕と実際に話されている言葉は違う 

ケースがあると言う事です。 
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字幕には字数制限がありますので、これはどうしても起こり得る事です。 

その場合、この後の書くという段階では字幕の内容ではなく、やはり 

話されているそのままの方を優先して下さい。 

 

３番目はフレンズの２話分を約１０分単位で区切ってもらいます。 

１０分に区切る事で集中力を更に高めて欲しい事が目的です。 

 

１０分単位ですから２話分で４５分だと４～５区分できるはずです。 

５区分にして 後は５分という区切り方でも良いです。 

 

１度通して（この時字幕は英語・日本語・無しのいずれでも構いません） 

１０分を時計で計りながら、大体の場面で結構ですので、そのシーンを 

覚えておいて下さい（あるいは紙に書いて大体のシーンの様子を忘れない 

ようにしておいて下さい） 

 

初の１０分＝１コマ、次の１０分＝２コマという感じです。 

これで５コマ（ 後のみ５分）できます。 

 

セカンドステップ 

 

続いてコマ数に区切ったものをコマごとにスクリプト 

として完成させていきますのでノートを数冊ご用意下さい。 

 

１コマ目を完成させたら次に２コマ目に取り掛かるようにして下さい。 

 

ただし、 後の聞く手順で１コマ＝１０分というのは以外と長い事が 

分かったと思います。 

 

もし心理的な負担がかかりすぎると感じるなら、１コマ＝５分に設定しても 

それは構いません（そうすると丁度９区分できます）ご自身で実践してみて 

心地よい時間で区切って下さい。 
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ただし１コマ＝１０分は超えないようにして下さい。 

ここを超えると集中力が落ちます。５分から１０分以内で区切るのが 

もっとも良い区切り方です。 

 

そしてこの段階でフレンズの２話分のスクリプト（台本）をあなたに１コマずつ 

作成してもらいます。 

 

基本的にはステップ２とアプローチ方法は一緒ですので入りやすいはずです。 

それではステップ２と同様に英英辞書または英和辞書とノート数冊を 

用意して下さい。 

 

これからあなたは“選んだ１本”のセリフをあなた自身に完成してもらう 

作業に入ります。 

 

やり方は・・・・・ 

 

１本を再生させながら、１コマずつそのまま聞いている内容を書き取るのです。 

この際もやはり注意が必要です。 

 

どうしても聞きながら書きますので会話しているスピードに書く 

ほうがついていきません。 

 

その場合は一旦映像を止めて、しっかり書くように集中して下さい。 

 

この場合は両耳で聞きながら書き取ってください。 

 

書いている 中に分からない単語が出てくると思います。 

またなんとなく分かる単語だけではっきり分からない単語があると思います。 

 

その単語をピックアップして英英辞書または英和辞書で調べて書き 

出してもらいます。また分かるけどスペルが分からない場合も英英単語または 

英和辞書で調べてください。 
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どうしても聞き取れない単語などがあるかも知れませんが、 

この作業を行っている時は英語の字幕や日本語の字幕などは見ず 

に空欄かもしくは想像の英単語、 悪はカタカナ表記で構いませんので 

とにかく書いてください。 

 

１コマ目のセリフがだいたい出来たら、分からない単語またはなんとなく 

知っている程度の単語の意味を英英辞書で調べてください。 

 

まずは焦らずに１コマ目を必ず完成させてください。 

 

また必ず別のノートに調べた単語の意味、例文を手書きで書き写して 

下さい。書き写している際には出来れば声に出しながら書いて下さい。 

そして注意が必要です。 

 

必ず手書きで全てを書き写してください。パソコンのワードやワープロでは 

ありません。手書きで全ての単語の意味、例文を書き出してください。 

これはとっても重要です。 

 

５コマ目あるいは９コマ目（５分で区切った場合）まで終える頃にはあなたは 

英語を英語で考える「英語脳」にかなり近づいているはずです。 

 

そしてスクリプトを書く際には登場人物（レイチェルやロスなど） 

も書いて下さい。 

 

またスクリプトをどうしても完成できない場合は・・・ 

 

どうしても聞き取れない分からない箇所は空欄にして下さい。 

そしてご自身で何度も聞いて、英英辞書（あるいは英和辞書を 

補足して）を使いスクリプトがこれ以上自力で完成させる事が厳しいと感じる 

場合は実際に巻末に出てくるスクリプトを見ても構いません。 

 

直ぐにスクリプトで確認するのではなく、まずは自分のリスニングの力、 

英文を捉える推測力、英英辞書（あるいは英和辞書の補足）の力でスクリプトを 

完成させようとする努力は必ずして下さい。 
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その上でどうしても分からない場合はスクリプトあるいは 

字幕で確認して下さい。 

 

その時です。 

 

「何だこんな事言っていたのか」と後でスクリプトで確認した時にリスニングの力で 

分からなった事でも後でスクリプトを読めば理解できるケースがあります。 

 

その時はそこで分かって終わりにせず、必ずその内容も英英辞書または 

英和辞書でその英単語の意味や例文を音読しながらノートに記載する 

ようにして下さい。 

 

スクリプトを完成させる注意点 

１：まずは自分のリスニング力で書きだす。 

２：自分の英文を捉える力で推測して書いてみる。 

３：英英辞書（あるいは英和辞書の補足で）も使い書きだす。 

４：どうしても厳しい場合は実際のスクリプトで確認する。 

５：実際のスクリプトで確認して例えそれで意味が分かっても辞書に書いてあ   

  る意味や例文などをノートに書きだす。 

 

 

サードステップ 

 

ここではあなたが作ったスクリプトなども使いながら音読作業に入ります。 

行う音読は以下の３種類です。 

 

ここでは英語回路トレーニングで行ってきた音読を使用しますが、 

リピーティングは外します。 

 

フレンズは口語表現で複数人数がいる為、リピーティングは英語上級者 

でも厳しいからです。ですからリピーティングを外した以下の３つの音読 

に集中して下さい。 
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１：パラレリング（Paralleling）⇒映像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  

 

 

音読手順１セット 

手順①：パラレリングでスクリプトを見ながら５回程度 

手順②：オーラリングでスクリプトを見ながら１０回程度 

手順③：シャドーイングでスクリプトを見ずに５回程度 

 

 

必ずこの手順を守ってください。 

 

慣れない場合は手順１～３までを一通り行ってから、まだ意味理解や 

スピードに慣れていない場合は、もう一度手順１から回数を少し下げて 

実践してみて下さい。記載している回数はあくまでも目安です。これは 

どうしても個人差が出てくるので設定するのは難しいのですが、どんな人でも 

上記回数は 低限実施して下さい。 

 

目安としては口から滑らかに音読していて、それぞれの手順で意味理解を 

伴っているという事です。どうしても 初は音に集中して意味理解が伴い 

ませんが、 終的にはパラレリングでもオーラリングでもシャドーイングでも 

意味理解が出来ている状態でいて下さい。 

 

 

そして余裕がある方は冒頭にもお伝えしましたが、続きのエピソードでも 

実践してみて下さい。 
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フレンズスクリプト 第１話 

（太字はカットされている部分 分かりにくい箇所には訳も付けてい

ます） 

[Scene: Central Perk, Chandler, Joey, Phoebe, and Monica are there.] 

Monica: There's nothing to tell! He's just some guy I work with! 

Joey: C'mon, you're going out with the guy! There's gotta be something wrong with 

him! 

Chandler: All r ight Joey, be nice.  So does he have a hump?  

（彼はおっぱいあるだろ？もしくはこぶ付けてない？） 

A hump and a hairpiece?（おっぱいもしくあこぶとかつら） 

Phoebe: Wait, does he eat chalk?（待って、彼はチョーク食べる？） 

(They all stare, bemused.) （困惑した顔をして見る） 

Phoebe: Just, 'cause, I don't want her to go through what I went through with Carl- 

oh! 

Monica: Okay, everybody relax. This is not even a date. It's just two people going out 

to dinner and- not having sex. 

Chandler: Sounds like a date to me.（僕にはデートだけどな） 

[Time Lapse] 

Chandler: Alright, so I'm back in high school, I'm standing in the middle of the 

cafeteria, and I realize I am totally naked. 

All :  Oh, yeah. Had that dream. 
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Chandler: Then I look down, and I realize there's a phone... there. 

Joey: Instead of...? 

Chandler: That's right. 

Joey: Never had that dream. 

Phoebe: No. 

Chandler: All of a sudden, the phone starts to ring. Now I don't know what to do, 

everybody starts looking at me.  

Monica: And they weren't looking at you before?! 

Chandler: Final ly, I f igure I 'd better answer it , and it turns out it's my mother, 

which is very-very weird, because- she never calls me! 

[Time Lapse, Ross has entered.] 

Ross: (mortified) Hi. 

Joey: This guy says hello, I wanna kill myself. 

この男、ハローっていっているけど、死にたいだな。 

Monica: Are you okay, sweetie? 

Ross: I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, 

pulled it out of my mouth and tied it around my neck... 

誰かが喉に手を突っ込んで、小腸を引っ張り出して、首に巻きつけている気分。 

 

Chandler: Cookie? 

Monica: (explaining to the others) Carol moved her stuff out today.  

Joey: Ohh. 
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Monica: (to Ross) Let me get you some coffee. 

Ross: Thanks. 

Phoebe: Ooh! Oh! (She starts to pluck at the air just in front of Ross.) 

引っ張り出した、ロスの目の前の空気を 

Ross: No, no don't! Stop cleansing my aura! No, just leave my aura alone, okay? 

ノー、止めてくれ、僕のオーラを清めるのは！僕のオーラはほっといてくれ！ 

Phoebe: Fine!  Be murky! 

Ross: I'll be fine, alright? Really, everyone. I hope she'll be very happy. 

Monica: No you don't. 

Ross: No I don't, to hell with her,（あいつくたばれ！） she left me!（僕を捨てて！） 

Joey: And you never knew she was a lesbian... 

Ross: No!! Okay?! Why does everyone keep fixating on that?（何で皆その事に執着す

るんだよ！）She didn't know, how should I know? 

Chandler: Sometimes I wish I was a lesbian...レズになりたいよ・・ 

 (They all stare at him.) Did I say that out loud?（声に出してた？） 

Ross: I told mom and dad last night, they seemed to take it pretty well .  

Monica: Oh real ly, so that hysterical phone call I got from a woman at 

sobbing 3:00 A.M., "I ' l l  never have grandchildren, I ' l l  never have 

grandchildren." was what?  A wrong number? 

Ross: Sorry. 

Joey: Alright Ross, look. You're feeling a lot of pain right now. You're angry. You're 

hurting. Can I tell you what the answer is? 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

202 
 

(Ross gestures his consent.)同意を示す。 

Joey: Strip joint!（ストリップクラブだ！） 

 C'mon, you're single! Have some hormones!（独身だろ！ホルモンだそうぜ！） 

Ross: I don't want to be single, okay? I just... I just- I just wanna be married again! 

(Rachel enters in a wet wedding dress and starts to search the room.) 

Chandler: And I just want a million dollars!（そして俺は百万ドルが欲しい！） 

 (He extends his hand hopefully.) 

Monica: Rachel?! 

Rachel: Oh God Monica hi! Thank God! I just went to your building and you weren't 

there and then this guy with a big hammer said you might be here and you are, you are! 

Waitress: Can I get you some coffee? 

Monica: (pointing at Rachel) De-caff. (to All) Okay, everybody, this is Rachel, another 

Lincoln High survivor. (to Rachel) This is everybody, this is Chandler, and Phoebe, and 

Joey, and- you remember my brother Ross?  

Rachel: Hi, sure! 

Ross: Hi.  

(They go to hug but Ross's umbrella opens.  He sits back down defeated again.  A 

moment of silence follows as Rachel sits and the others expect her to explain.) 

Monica: So you wanna tell us now, or are we waiting for wet bridesmaids? 

Rachel: Oh God... well, it started about a half hour before the wedding. I was in the 

room where we were keeping all the presents, and I was looking at this gravy boat（ソ

ース入れ）. This really gorgeous Lamauge gravy boat. When all of a sudden- (to the 

waitress that brought her coffee)Sweet 'n' Lo?- I realized that I was more turned on 

by this gravy boat than by Barry!（分かったの、このソース入れが良かったのよ、バリ
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ーより） And then I got really freaked out, （怖くなっちゃって）and that's when it hit 

me: how much Barry looks like Mr. Potato Head.（Mr.potato head（ポテト顔の人形）に

似ていて） Y'know, I mean, I always knew looked familiar, but... Anyway, I just had to 

get out of there, and I started wondering 'Why am I doing this, and who am I doing this 

for?'. (to Monica) So anyway I just didn't know where to go, and I know that you and I 

have kinda drifted apart, （モニカとはご無沙汰（疎遠になる drift apart）だけど）but 

you're the only person I knew who lived here in the city. 

Monica: Who wasn't invited to the wedding. 

Rachel: Ooh, I was kinda hoping that wouldn't be an issue... [Scene: Monica's 

Apartment, everyone is there and watching a Spanish Soap on TV and are trying to 

figure out what is going on.] 

Monica: Now I'm guessing that he bought her the big pipe organ, and she's really not 

happy about it.  

Chandler: ( imitating the characters) Tuna or egg salad?  Decide! 

Ross: ( in a deep voice) I ' l l  have whatever Christine is having. 

Rachel: (on phone) Daddy, I just... I can't marry him! I'm sorry. I just don't love him. 

Well, it matters to me!(私には重要よ！恐らく it doesn’t matter と言われ) 

(The scene on TV has changed to show two women, one is holding her 

hair .) 

Phoebe:  If I let go of my hair , my head wil l fal l off .  

Chandler: (re TV) Ooh, she should not be wearing those pants.  

Joey: I say push her down the stairs.  

Phoebe, Ross, Chandler, and Joey:  Push her down the stairs! Push her down 

the stairs! Push her down the stairs! 

(She is pushed down the stairs and everyone cheers.) 
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Rachel: C'mon Daddy, listen to me! It's like, it's like, all of my life, everyone has 

always told me, 'You're a shoe! You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe!'. And today 

I just stopped and I said, 'What if I don't wanna be a shoe? What if I wanna be a- a 

purse, y'know? Or a- or a hat! No, I don’t want you to buy me a hat, I'm saying I am a 

ha- It's a metaphor, Daddy! 

Ross: You can see where he'd have trouble.（モノ分かりが悪いね） 

Rachel: Look Daddy, it's my life. Well maybe I'll just stay here with Monica.  

Monica: Well, I guess we've established who's staying here with Monica...（どうやらモ

ニカと過ごす人が決まったようね） 

Rachel: Well, maybe that's my decision. Well, maybe I don't need your money. Wait!! 

Wait, I said maybe!! 

[Time Lapse, Rachel is breating into a paper bag.] 

Monica: Just breathe, breathe.. that's it. Just try to think of nice calm things... 

Phoebe: (sings) Raindrops on roses and rabbits and kittens, (Rachel and Monica turn 

to look at her.) bluebells（ブルーベリ花） and sleighbells（そりの鈴） and- something 

with mittens（手袋）... La la la la...something and noodles with string.  These 

are a few.. .  

Rachel: I'm all better now.（もう大丈夫） 

Phoebe: (grins（にっこりして） and walks to the kitchen and says to Chandler and 

Joey.) I helped! 

Monica: Okay, look, this is probably for the best, y'know? Independence. Taking 

control of your life.  The whole, 'hat' thing. 

Joey: (comforting her) And hey, you need anything, you can always come to Joey. Me 

and Chandler live across the hall. And he's away a lot. 

Monica: Joey, stop hitting on her!（ナンパは止めて！） It's her wedding day! 

Joey: What, like there's a rule or something?（そんなルールでもあるのか？） 
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(The door buzzer sounds and Chandler gets it.) 

Chandler: Please don't do that again, it's a horrible sound. 

Paul: (over the intercom) It's, uh, it's Paul. 

Monica: Oh God, is it 6:30?  Buzz him in!（彼を入れてあげて！） 

Joey: Who's Paul? 

Ross: Paul the Wine Guy, Paul? 

Monica: Maybe. Joey: Wait. Your 'not a real date' tonight（お前のリアルデートじゃな

いって言ってた奴今夜の） is with Paul the Wine Guy? 

Ross: He finally asked you out? 

Monica: Yes! 

Chandler: Ooh, this is a Dear Diary（ネットの日記） moment.（ネット日記に書く瞬間

だ） 

Monica: Rach, wait, I can cancel... 

Rachel: Please, no, go, that'd be fine! 

Monica: (to Ross) Are, are you okay? I mean, do you want me to stay? 

Ross: (choked voice) That'd be good... 

Monica: (horrified) Really? 

Ross: (normal voice) No, go on! It's Paul the Wine Guy! 

Phoebe: What does that mean?   Does he sell it , drink it , or just complain 

a lot? (Chandler doesn't know.) 

(There's a knock on the door and it's Paul.) 
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Monica: Hi, come in! Paul, this is.. (They are all lined up next to the door.)... everybody, 

everybody, this is Paul. 

All :  Hey! Paul! Hi! The Wine Guy! Hey! 

Chandler: I'm sorry, I didn't catch your name. Paul, was it? 

Monica: Okay, umm-umm, I ' l l  just--I' l l  be right back, I just gotta go ah, go 

ah. . .  

Ross: A wandering? 

Monica: Change!  Okay, sit down. (Shows Paul in) Two seconds. 

Phoebe: Ooh, I just pulled out four eyelashes. That can't be good. 

(Monica goes to change.) 

Joey:  Hey, Paul! 

Paul: Yeah? 

Joey: Here's a l itt le tip, she real ly l ikes it when you rub her neck in the 

same spot over and over and over again unti l it starts to get a l itt le red. 

Monica: (yel l ing from the bedroom) Shut up, Joey! 

Ross: So Rachel, what're you, uh... what're you up to tonight? 

Rachel: Well, I was kinda supposed to be headed for Aruba on my honeymoon, so 

nothing! 

Ross: Right, you're not even getting your honeymoon, God.. No, no, although, Aruba, 

this time of year... talk about your- (thinks) -big lizards... （この時期アルバ島には・・・

大きなトカゲがでる） Anyway, if you don't feel like being alone tonight, Joey and 

Chandler are coming over to help me put together my new furniture. 

Chandler: (deadpan) Yes, and we're very excited about it.  
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Rachel: Well actually thanks, but I think I'm just gonna hang out here tonight.  It's 

been kinda a long day. 

Ross: Okay, sure. 

Joey: Hey Pheebs, you wanna help? 

Phoebe: Oh, I wish I could, but I don't want to. 

Commercial Break 

[Scene: The Subway, Phoebe is singing for change.] 

Phoebe: (singing) Love is sweet as summer showers, love is a wondrous 

work of art, but your love oh your love, your love. . . is l ike a giant 

pigeon.. .crapping on my heart.  La-la-la-la-la- (some guy gives her some 

change and to that guy) Thank you. (sings) La-la-la-la. . .ohhh! 

[Scene: Ross's Apartment, the guys are there assembling furniture.] 

Ross: (squatting（しゃがみながら） and reading the instructions) I'm supposed to 

attach a brackety thingｗ（L 字形アーム引き出し棚受け） to the side things, using a 

bunch of these little worm guys.（小さなねじ） I have no brackety thing, I see no whim 

guys whatsoever and- I cannot feel my legs.（足しびれてる） 

(Joey and Chandler are finishing assembling the bookcase.) 

Joey: I 'm thinking we've got a bookcase here. 

Chandler: It 's a beautiful thing. 

Joey: (picking up a leftover part) What's this? 

Chandler: I would have to say that is an 'L'-shaped bracket. 

Joey: Which goes where? 

Chandler: I have no idea. 

(Joey checks that Ross is not looking and dumps（捨てる） it in a plant.) 
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Joey: Done with the bookcase! 

Chandler: All finished! 

Ross: (clutching（つかみながら） a beer can and sniffing（鼻をすする) This was 

Carol's favorite beer. She always drank it out of the can,（彼女はいつも缶から直接飲

んでいたな） I should have known.（気付くべきだった） 

Joey: Hey-hey-hey-hey, if you're gonna start with that stuff we're outta 

here. 

Chandler: Yes, please don't spoil al l this fun. 

Joey: Ross, let me ask you a question. She got the furniture, the stereo, the good 

TV- what did you get? 

Ross: You guys. 

Chandler: Oh, God. 

Joey: You got screwed.（大失敗したな） 

Chandler: Oh my God! 

[Scene: A Restaurant, Monica and Paul are eating.] 

Monica: Oh my God! 

Paul: I know, I know, I'm such an idiot. I guess I should have caught on（気付くべきだ

った） when she started going to the dentist four and five times a week. I mean, how 

clean can teeth get?（どんだけ歯が綺麗になるんだよ！） 

Monica: My brother's going through that right now, he's such a mess. How did you get 

through it? 

Paul: Well, you might try accidentally breaking something valuable of hers, say her- 

Monica: -leg? 

Paul: (laughing) That's one way! Me, I- I went for the watch. 
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Monica: You actually broke her watch?  Wow!  The worst thing I ever did was, 

I-I shredded by boyfriend's favorite bath towel. 

Paul: Ooh, steer clear of you. 

Monica: That's right. [Scene: Monica's Apartment, Rachel is talking on the phone 

and pacing.うろうろしている] 

Rachel: Barry, I'm sorry... I am so sorry... I know you probably think that this is all 

about what I said the other day about you making love with your socks on, but it isn't... 

it isn't, it's about me, and I ju- (She stops talking and dials the phone.) Hi, machine cut 

me off again... anyway...look, look, I know that some girl is going to be 

incredibly lucky to become Mrs. Barry Finkel , but it isn't me, it 's not 

me.  And not that I have any idea who me is right now, but you just have 

to give me a chance too. . .  (The maching cuts her off again and she 

redials.) 

[Scene: Ross's Apartment; Ross is pacing（うろうろしている）while Joey and Chandler 

are working on some more furniture.] 

Ross: I 'm divorced!  I 'm only 26 and I 'm divorced! 

Joey: Shut up! 

Chandler: You must stop! (Chandler hits what he is working on with a 

hammer and it col lapses.) 

Ross: That only took me an hour. 

Chandler: Look, Ross, you gotta understand, between us we haven't had 

a relationship that has lasted longer than a Mento.   You, however have 

had the love of a woman for four years.   Four years of closeness and 

sharing at the end of which she ripped your heart out, and that is why we 

don't do it!  I don't think that was my point! 

Ross: You know what the scariest part is? What if there's only one woman for 

everybody, y'know? I mean what if you get one woman- and that's it? Unfortunately in 

my case, there was only one woman- for her... 
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Joey: What are you talking about? 'One woman'? That's like saying there's only one 

flavor of ice cream for you. Lemme tell you something, Ross. There's lots of flavors 

out there. There's Rocky Road, and Cookie Dough, and Bing! Cherry Vanilla. You could 

get 'em with Jimmies, or nuts, or whipped cream! This is the best thing that ever 

happened to you! You got married, you were, like, what, eight?（８歳の時？） Welcome 

back to the world! Grab a spoon!（スプーンを取れよ！） 

Ross: I honestly don't know if I'm hungry or horny.（食欲なのか性欲なのか分からなく

なってきた） 

Chandler: Stay out of my freezer! （俺の冷蔵庫に近づくな） 

[Scene: A Restaurant, Monica and Paul are still eating.] 

Paul: Ever since she walked out on me,（彼女が僕の元を去って以来） I, uh... 

Monica: What?..... What, you wanna spell it out with noodles?（何？そばでスペルアウ

ト（判読する）したいの？そばで書こうとしているの？） 

Paul: No, it's, it's more of a fifth date kinda revelation. 

（５回目のデートぐらいで明らかにするようなもんだけどね） 

Monica: Oh, so there is gonna be a fifth date?（５回目のデートはあるわけね？） 

Paul: Isn't there?（あるでしょ？） 

Monica: Yeah... yeah, I think there is. -What were you gonna say? 

Paul: Well, ever-ev-... ever since she left me, um, I haven't been able to, uh, perform. 

(Monica takes a sip of her drink.) ...Sexually. （性的に） 

Monica: (spitting out her drink in shock) Oh God, oh God, I am sorry... I am so sorry... 

Paul: It's okay... 

Monica: I know being spit on is probably not what you need right now. Um... how long? 

Paul: Two years. 
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Monica: Wow! I'm-I'm-I'm glad you smashed her watch!  

Paul: So you still think you, um... might want that fifth date? 

（まだ５回目のデートをしてくれるかい？） 

Monica: (pause)...Yeah. Yeah, I do. 

[Scene: Monica's Apartment, Rachel is watching Joanne Loves Chaci.] 

Priest on TV: We are gathered here today to join Joanne Louise 

Cunningham and Charles, Chachi-Chachi-Chachi, Arcola in the bound of 

holy matrimony. 

Rachel: Oh...see... but Joanne loved Chachi! That's the difference! 

[Scene: Ross's Apartment, they're all sitting around and talking.] 

Ross: (scornful いらつきながら) Grab a spoon. Do you know how long it's been since 

I've grabbed a spoon?（僕がスプーンを取ったのはどれぐらいか知ってるか？） 

 Do the words 'Billy, don't be a hero' （Billy, don’t be a hero という歌） 

mean anything to you? (その歌お前に何か意味があるか？知ってるか？) 

Joey: Great story!  But, I uh, I gotta go, I got a date with 

Andrea--Angela--Andrea. . .   Oh man, ( looks to Chandler) 

Chandler: Angela's the screamer, Andrea has cats. 

Joey: Right.  Thanks.  It 's June.  I 'm outta here. (Exits.) 

Ross: Y'know, here's the thing. Even if I could get it together enough to- to ask a 

woman out,... who am I gonna ask? (He gazes out of the window.) 

[Cut to Rachel staring out of her window.] 

Commercial Break 

[Scene: Monica's Apartment, Rachel is making coffee for Joey and Chandler.] 
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Rachel: Isn't this amazing? I mean, I have never made coffee before in my entire life. 

Chandler: That is amazing. 

Joey: Congratulations.  

Rachel: Y'know, I f igure if I can make coffee, there isn't anything I can't 

do. 

Chandler: If can invade Poland, there isn't anything I can't do. 

Joey: Listen, while you're on a roll,（うまく行っている、とんどん拍子にいっている） if 

you feel like you gotta make like a Western omelet or something... (Joey and Chandler 

taste the coffee, grimace（顔をゆがめ）, and pour it into a plant pot.) Although actually 

I'm really not that hungry... 

Monica: (entering, to herself) Oh good, Lenny and Squigy are here. 

All :  Morning. Good morning. 

Paul: (entering from Monica's room) Morning. 

Joey: Morning, Paul. 

Rachel: Hello, Paul. 

Chandler: Hi, Paul, is it? 

(Monica and Paul walk to the door and talk in a low voice so the others can't 

hear.  The others move Monica's table closer to the door so that they can.) 

Paul: Thank you!  Thank you so much! 

Monica: Stop! 

Paul: No, I 'm tel l ing you last night was l ike umm, al l my birthdays, both 

graduations, plus the barn raising scene in Witness .  

Monica: We'll talk later. 
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Paul: Yeah. (They kiss) Thank you. (Exits) 

Joey: That wasn't a real date?!（これが本当のデートじゃないって） 

 What the hell do you do on a real date?（本当のデートでは何するんだ？） 

Monica: Shut up, and put my table back. 

All :  Okayyy! (They do so.) 

Chandler: All right, kids, I gotta get to work. If I don't input those numbers,... （僕が

数字を入力しなきゃ・・・）it doesn't make much of a difference... （そんなに変わらな

い・・・） 

Rachel: So, like, you guys all have jobs? 

Monica: Yeah, we all have jobs. See, that's how we buy stuff. 

Joey: Yeah, I'm an actor. 

Rachel: Wow! Would I have seen you in anything? 

Joey: I doubt it. Mostly regional work.（地方公演がほとんど） 

Monica: Oh wait, wait, unless you happened to catch the Reruns' production of 

Pinocchio（ピノキオの追加公演あったでしょ その役を偶然もらったから見に行けば

見れるじゃない）, at the l itt le theater in the park. 

Joey: Look, it was a job al l r ight? 

Chandler: 'Look, Gippetto, I'm a real live boy.' 

Joey: I will not take this abuse.（これはこの屈辱を受付けないぞ） (Walks to the door 

and opens it to leave.) 

Chandler: You're right, I'm sorry. (Burst into song and dances out of the door.) 

"Once I was a wooden boy, a little wooden boy..." 

Joey: You should both know, that he's a dead man.  Oh, Chandler? 

(Starts after Chandler.)  
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Monica: So how you doing today? Did you sleep okay? Talk to Barry? I can't stop 

smiling. 

Rachel: I can see that. You look like you slept with a hanger in your mouth. 

Monica: I know, he's just so, so... Do you remember you and Tony DeMarco? 

Rachel: Oh, yeah. 

Monica: Well, it's like that. With feelings. 

Rachel: Oh wow. Are you in trouble. 

Monica: Big time! 

Rachel: Want a wedding dress?   Hardly used. 

Monica: I think we are getting a l itt le ahead of selves here. Okay. Okay. I am 

just going to get up, go to work and not think about him all day. Or else I'm just gonna 

get up and go to work. 

Rachel: Oh, look, wish me luck!（幸運を祈ってね！） 

Monica: What for? 

Rachel: I'm gonna go get one of those (Thinks) job things. 

(Monica exits.) 

[Scene: Iridium, Monica is working as Frannie enters.]  

Frannie: Hey, Monica!  

Monica: Hey Frannie, welcome back! How was Florida?  

Frannie: You had sex, didn't you?  

Monica: How do you do that? 
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Frannie: Oh, I hate you, I 'm pushing my Aunt Roz through Parrot Jungle 

and you're having sex!  So? Who?  

Monica: You know Paul?  

Frannie: Paul the Wine Guy? Oh yeah, I know Paul.  

Monica: You mean you know Paul like I know Paul?  

Frannie: Are you kidding? I take credit for Paul.（信頼を得たのよポールから） 

 Y'know before me, there was no snap（元気・精力） in his turtle for two years.  

[Scene: Central Perk, everyone but Rachel is there.] 

Joey: (sitting on the arm of the couch)Of course it was a line!  

（もちろんうそだよ a line of written words, for example in a poem or a document） 

Monica: Why?! Why? Why, why would anybody do something like that?  

Ross: I assume we're looking for an answer more sophisticated than 'to get you into 

bed'. （お前と寝るという言葉よりももっと洗練された答えを探しているね俺達） 

Monica: I hate men!  I hate men! 

Phoebe: Oh no, don't hate, you don't want to put that out into the 

universe. 

Monica: Is it me? Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with 

severe emotional problems can hear? （私のせい？私って何かこう信号をもっている

の？犬か変な男だけが聞こえる？） 

Phoebe: All right, c'mere, gimme your feet. (She starts massaging them.)  

Monica: I just thought he was nice, y'know?  

Joey: (bursts out laughing again) I can't believe you didn't know it was a line!  

(Monica pushes him off of the sofa as Rachel enters with a shopping bag.)  
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Rachel: Guess what?  

Ross: You got a job?  

Rachel: Are you kidding? I'm trained for nothing!（何もトレーニングしてないのよ） 

 I was laughed out of twelve interviews today.（１２個の面接に落ちた、 笑い飛ばされ

たのよ、１２のインタビューで） 

Chandler: And yet you're surprisingly upbeat.（でもお前は驚くぐらい乗り乗りだ！） 

  

Rachel: You would be too（あなただってそうなるよ） if you found John and David 

boots on sale, fifty percent off! （もしこの５０％オフのブーツを見つけたらね） 

Chandler: Oh, how well you know me... （オー俺の事良く知ってるね） 

Rachel: They're my new 'I don't need a job,  

I don't need my parents, I've got great boots' boots!  

Monica: How'd you pay for them?  

Rachel: Uh, credit card.  

Monica: And who pays for that?  

Rachel: Um... my... father.  

[Scene: Monica and Rachel's, everyone is sitting around the kitchen table.   Rachel's 

credit cards are spread out on the table along with a pair of scissors.] 

Rachel: Oh God, come on you guys, is this real ly necessary?  I mean, I 

can stop charging anytime I want.  

Monica: C'mon, you can't live off（頼って暮らす） your parents your whole life.  

Rachel: I know that. That's why I was getting married.  
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Phoebe: Give her a break, it's hard being on your own for the first time. （ 初は自

立はつらいものよ） 

Rachel: Thank you.  

Phoebe: You're welcome. I remember when I first came to this city. I was fourteen. 

My mom had just killed herself and my step-dad was back in prison, and I got here, and 

I didn't know anybody. And I ended up living with this albino guy（結局色白の男と暮ら

す） who was, like, cleaning windshields outside port authority,（港の局の窓ふきをして

いて） and then he killed himself, and then I found aromatherapy. So believe me, I 

know exactly how you feel.  

(Pause)  

Ross: The word you're looking for is 'Anyway'...  

Monica: All r ight, you ready? 

Rachel: No.  No, no, I 'm not ready!  How can I be ready?  "Hey, 

Rach!  You ready to jump out the airplane without your 

parachute?"  Come on, I can't do this! 

Monica: You can, I know you can!  

Rachel: I don't think so. 

Ross: Come on, you made coffee!   You can do anything! (Chandler 

slowly tries to hide the now dead plant from that morning when he and 

Joey poured their coffee into it .) 

Ross: C'mon, cut. Cut, cut, cut,...  

All :  Cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut... (She cuts one of them and they cheer.) 

Rachel: Y'know what?  I think we can just leave it at that.  It 's kinda l ike 

a symbolic gesture. . .  

Monica:  Rachel!  That was a l ibrary card!  
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All : Cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut.. 

Chandler: (as Rachel is cutting up her cards) Y'know, if you l isten closely, 

you can hear a thousand retai lers scream.  

(She finishes cutting them up and they al l cheer.) 

Monica: Welcome to the real world! It sucks. You're gonna love it!  

[Time Lapse, Rachel and Ross are watching a TV channel finishes it's broadcast day 

by playing the national anthem.]  

Monica: Well, that's it (To Ross) You gonna crash on the couch? （ソファーでそのま

まクラッシュするように寝る？） 

Ross: No. No, I gotta go home sometime.  

Monica: You be okay?  

Ross: Yeah.  

Rachel: Hey Mon, look what I just found on the floor. (Monica smiles.) What?  

Monica: That's Paul's watch. You just put it back where you found it. Oh boy. Alright. 

Goodnight, everybody.  

Ross and Rachel: Goodnight. 

(Monica stomps on Paul's watch and goes into her room.) 

Ross: Mmm. (They both reach for the last cookie) Oh, no-  

Rachel: Sorry-  

Ross: No no no, go-  

Rachel: No, you have it, really, I don't want it-  

Ross: Split it?  
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Rachel: Okay.  

Ross: Okay. (They split it.) You know you probably didn't know this, but back in high 

school, I had a, um, major crush on（ぞっこん） you.  

Rachel: I knew.  

Ross: You did! Oh.... I always figured you just thought I was Monica's geeky older 

brother. （なんだいつも君は俺がモニカの気味悪い兄弟だと思ってると思っていたよ） 

Rachel: I did.  

 

 

Ross: Oh. Listen, do you think- and try not to let my intense（きわめて） vulnerability

もろさ・気づ付きやすさ） become any kind of a factor here（理由になる）- but do you 

think it would be okay if I asked you out? Sometime? Maybe?  

Rachel: Yeah, maybe...  

Ross: Okay... okay, maybe I will...  

Rachel: Goodnight.  

Ross: Goodnight.  

(Rachel goes into her room and Monica enters the living room as Ross is leaving.)  

Monica: See ya.... Waitwait, what's with you?  

Ross: I just grabbed a spoon. (Ross exits and Monica has no idea what that means.)  

Closing Credits 

[Scene: Central Perk, everyone is there.]  

Joey: I can't believe what I'm hearing here.  
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Phoebe: (sings) I can't believe what I'm hearing here...  

Monica: What? I-I said you had a-  

Phoebe: (sings) What I said you had...  

Monica: (to Phoebe) Would you stop?  

Phoebe: Oh, was I doing it again? 

All :  Yes! 

Monica: I said that you had a nice butt, it 's just not a great butt. 

Joey: Oh, you wouldn't know a great butt if it came up and bit ya. 

Ross: There's an image.  

Rachel: (walks up with a pot of coffee) Would anybody like more coffee?  

Chandler: Did you make it, or are you just serving it?  

Rachel: I'm just serving it.  

All :  Yeah. Yeah, I'll have a cup of coffee.  

Chandler: Kids, new dream... I'm in Las Vegas. (Rachel sits down to hear 

Chandler's dream.) 

Customer: (To Rachel) Ahh, miss?   More coffee?  

Rachel: Ugh. (To another customer that's leaving.) Excuse me, could you 

give this to that guy over there? (Hands him the coffee pot.) Go ahead. 

(He does so.) Thank you. (To the gang.) Sorry.  Okay, Las Vegas. 

Chandler: Okay, so, I 'm in Las Vegas. .. I'm Liza Minelli-  

End 
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フレンズスクリプト 第２話 

（分かりにくい箇所には訳も付けています） 

 

PRE-INTRO SCENE: CENTRAL PERK 
 
(ALL PRESENT) 
 
MONICA: What you guys don't understand is, for us, kissing is as important 
as any part of it. 
 
JOEY: Yeah, right!.......Y'serious? 
 
PHOEBE: Oh, yeah!  
 
RACHEL: Everything you need to know is in that first kiss. 
 
MONICA: Absolutely. 
 
CHANDLER: Yeah, I think for us, kissing is pretty much like an opening act, 
y'know? I mean it's like the stand-up comedian you have to sit through before 
Pink Floyd comes out. 
ピンクフロイドが出てくる前のオープニング前座（見なけりゃいけない） 
を見ているようなものだよ。 
 
ROSS: Yeah, and-and it's not that we don't like the comedian, it's that-that... 
that's not why we bought the ticket. 
 
コメディアンがそんな好きじゃないというわけじゃないよ。 
それは俺らがチケットを買った理由じゃないんだ。 
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CHANDLER: The problem is, though, after the concert's over, no matter how 
great the show was, you girls are always looking for the comedian again, 
y'know? I mean, we're in the car, we're fighting traffic... basically just trying 
to stay awake. 
 
RACHEL: Yeah, well, word of advice: Bring back the comedian.コメディアン
を戻しなさいよ。 Otherwise next time you're gonna find yourself sitting at 
home, listening to that album alone.	 そうしなければ、今度は一人でする事に
なるのよ。 
 
JOEY: (PAUSE)....Are we still talking about sex? 
 
SCENE 1: MUSEUM OF PREHISTORIC HISTORY (ROSS AND 
MARSHA ARE SETTING UP AN EXHIBIT, WHICH INCLUDES SOME 
MANNEQUINS OF CAVE PEOPLE) 
 
ROSS: No, it's good, it is good, it's just that- mm- doesn't she seem a little 
angry? 
 
MARSHA: Well, she has issues.もちろん、彼女は問題抱えているから。 
 
ROSS: Does she. 
 
MARSHA: He's out banging other women（外に出て他の女とやっているのよ） 
over the head with a club, （自分の性器で頭を超えて）while she sits at home 
trying to get the mastodon smell out of the carpet!	 （彼女は家でマスタドン
（恐竜）の臭いを取っているのにね） 
 
ROSS: Marsha, these are cave people. Okay? They have issues like 'Gee, that 
glacier's getting kinda close.' （おや、氷河が近づいているんじゃないか？）See?	 
（分かる？）	  
 
MARSHA: Speaking of issues, isn't that your ex-wife? 
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(CAROL HAS ENTERED BEHIND THEM, OUTSIDE THE EXHIBIT) 
 
ROSS: (TRYING TO IGNORE HER) No. No. 
 
MARSHA: Yes, it is. Carol! Hi!  
 
ROSS: Okay, okay, yes, it is. (WAVING) How about I'll, uh, catch up with 
you in the Ice Age.（氷河期で会おう） 
 
(EXIT MARSHA. ROSS WAVES AT CAROL TO COME INTO THE 
EXHIBIT) 
 
ROSS:Hi. 
 
CAROL: So. 
 
ROSS: You look great. I, uh... I hate that. 
 
CAROL: Sorry. You look good too. 
 
ROSS: Ah, well, in here, anyone who... stands erect... （誰でもここでは直立
できるから）So what's new? Still, uh... 
 
CAROL: A lesbian? 
 
ROSS: Well... you never know. （分からないようね）How's, um.. how's the 
family? 
 
CAROL: Marty's still totally paranoid. （マーティはまだ完全に被害妄想で・・） 
Oh, and, uh- 
ROSS: Why- why are you here, Carol? 
CAROL: I'm pregnant. 
 
ROSS: Pregnant?! 
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(CUT TO MONICA AND RACHEL'S APARTMENT, WHERE CHANDLER, 
JOEY, PHOEBE AND MONICA ARE WATCHING 'THREE'S COMPANY'
（three company 海外ドラマ) 
 
CHANDLER: Oh, I think this is the episode of Three's Company where 
there's some kind of misunderstanding.（これは three companyのある 
エピソードだよな） 
 
PHOEBE:...Then I've already seen this one! (TURNS OFF TV) 
 
MONICA: (TAKING DRINK FROM JOEY) Are you through with that? 
（それ飲み終わった） 
 
JOEY: Yeah, sorry, the swallowing slowed me down.（ごめんよ、飲みこむの
時間かかるんだよ	 飲みこむ事が俺を遅くさせるんだよ） 
 
MONICA: Whose little ball of paper is this?! 
 
CHANDLER: Oh, uh, that would be mine. See, I wrote a note to myself, and 
then I realised I didn't need it, so I balled it up and... (OFF MONICA'S 
LOOK) ...now I wish I was dead.（今は死にたい気分だ） 
 
(MONICA STARTS TO FLUFF A PILLOW) 
 
PHOEBE: She's already fluffed that pillow...（彼女既にその枕膨らませたの
に） 
 Monica, you know, you've already fluffed that（モニカ、もう膨らませたよそ
れ） 
- (MON GIVES HER A LOOK) -but, it's fine!（でもいいや） 
 
MONICA: Look , I'm sorry, guys, I just don't wanna give them any more 
ammunition（有利な情報・攻撃手段） than they already have. 
 
CHANDLER: Yes, and we all know how cruel（残酷） a parent can be about 
the flatness of a child's pillow.（平らになった子供の枕） 
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PHOEBE: Monica- Hi! Um, Monica, you're scaring me. I mean, you're like, 
you're like all chaotic（大混乱して）and twirly.（くるくる歩き回って） And 
not-not in a good way.（いい味じゃなくてね） 
 
JOEY: Yeah, calm down. You don't see Ross getting all chaotic and twirly 
every time they come.（ロスは親がくる度にそんな混乱やぐるぐる回らないぞ） 
 
MONICA: That's because as far as my parents are concerned, Ross can do no 
wrong. Y'see, he's the Prince. Apparently they had some big ceremony before 
I was born.  
 
CHANDLER: (AT WINDOW) Ew, ew, ew, ew ew ew ew ew! 
 
MONICA: What?  
 
CHANDLER: Ugly Naked Guy got a Thighmaster! （ 裸 の ブ 男 が
thighmaster(運動器具)やってる） 
 
ALL: Eeaagh! 
 
(ENTER RACHEL FROM HER BEDROOM) 
 
RACHEL: Has anybody seen my engagement ring? 
 
PHOEBE: Yeah, it's beautiful. 
 
RACHEL: Oh God, oh God, oh God oh God oh God oh God.... (LOOKING 
UNDER CUSHIONS) 
 
PHOEBE: No, look, don't touch that! 
 
RACHEL: Oh, like I wasn't dreading（ひどく怖がる） tomorrow enough, 
having to give it back to him... 'Hi Barry! Remember me? I'm the girl in the 
veil（花嫁のベール） who stomped on（痛めつける・打ち負かす） your heart 
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in front of your entire family!' Oh God and now I'm gonna have to return the 
ring, without the ring, which makes it so much harder... 
 
MONICA: Easy Rach, we'll find it. (TO ALL) Won't we! 
 
CHANDLER+JOEY: Oh! Yeah! 
 
JOEY: Alright, when'd'ya have it on last? 
 
PHOEBE: Doy! （アホ！）Probably right before she lost it!（それは失くした
直前でしょ） 
 
CHANDLER: You don't get a lot of 'doy' these days...（doyなんて使わないな） 
 
RACHEL: I know I had it this morning, and I know I had it when I was in 
the kitchen with... 
 
CHANDLER: ...Dinah?（爆破した？ダイナマイト） 
 
RACHEL: (LOOKING AT THE LASAGNE AND REALISING) Ohhhhh, 
don't be mad... 
 
MONICA: You didn't. 
 
RACHEL: Oh, I am sorry... 
 
MONICA: I gave you one job! （１つの仕事だけよ頼んだの） 
(EXAMINING THE LASAGNE THROUGH THE GLASS DISH) 
 
RACHEL: Oh, but look how straight those noodles are!（でも見て、なんて真
っすぐなヌードル） 
 
CHANDLER: Now, Monica, you know that's not how you look for an 
engagement ring in a lasagne...（モニカ、それはラザニアから指輪を探す方法
じゃないぜ） 
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MONICA: (PUTS DOWN THE lASAGNE) I just... can't do it. 
 
CHANDLER: Boys? We're going in.（取りかかるぞ） 
 
(CHANDLER, JOEY+PHOEBE START TO PICK THROUGH THE 
LASAGNE. A KNOCK AT THE DOOR. IT IS ROSS) 
 
ROSS: .....Hi. 
 
MONICA: Wow. That is not a happy hi. 
 
ROSS: Carol's pregnant.  
 
PHOEBE: (WHILE EVERYONE ELSE IS STUNNED) Ooh! I found it! 
 
MONICA: W-w-wh-... wha-... w-w-w-... 
 
ROSS: Yeah. Do that for another two hours,（２時間やってごらん） 
 you might be where I am 
（あなたは私がいる所にいると思うよ	 僕と同じ状態になると思うよ） 
 right about now.（だいたい今ぐらい	 ちょうど今頃） (HE COMES IN) 
 
CHANDLER: Kinda puts that whole pillow thing in perspective, 
（それはピローの事はバランスのとれた視野で捉えられるな） （huh, Mon? 
 
RACHEL: Well now, how-how do you fit into this whole thing? 
（どうやって対応するの？この全ての事を） 
ROSS: Well, Carol says she and Susan want me to be involved, but if I'm not 
comfortable with it, I don't have to be involved.. basically it's entirely up to 
me. 
 
PHOEBE: She is so great! I miss her. 
 
MONICA: What does she mean by 'involved'? 
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CHANDLER: I mean presumably, the biggest part of your job is done. 
 
ROSS: Anyway, they want me to go down to this- sonogram（超音波） thing 
with them tomorrow. 
 
RACHEL: So what are you gonna do? 
 
ROSS: I have no idea. No matter what I do, though, I'm still gonna be a 
father. 
 
(AT THE SOUND OF JOEY EATING THE LASAGNE, THE GANG TURN 
ROUND TO STARE AT HIM ACCUSINGLY) 
 
JOEY: .....Well, this is still ruined, right? 
 
SCENE 2: MONICA AND RACHEL'S. (MONICA AND ROSS ARE 
POURING WINE FOR MR. AND MRS. GELLER) 
 
MRS. GELLER: Oh, Martha Ludwin's daughter is gonna call you. (TASTING 
A SNACK) Mmm! What's that curry taste? 
 
MONICA: Curry. 
 
MRS. GELLER: Mmmm!  
 
ROSS: I- I think they're great! I, I really do.  
 
MR. GELLER: (TO ROSS) Do you remember the Ludwins?  
The big one had a thing for you, didn't she?（長女はお前に惚れてたよな？） 
 
MRS. GELLER: They all had a thing for him.（みんな惚れているのよ彼に） 
 
ROSS: Aw, Mom... 
 
MONICA: I'm sorry, why is this girl going to call me? 
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MRS. GELLER: Oh, she just graduated, and she wants to be something in 
cooking, or food, or.... I don't know. Anyway, I told her you had a restaurant- 
 
MONICA: No Mom, I don't have a restaurant, I work in a restaurant. 
 
MRS. GELLER: Well, they don't have to know that... (SHE STARTS TO 
FLUFF THE PILLOWS) 
 
MONICA: Ross, could you come and help me with the spaghetti, please? 
 
ROSS: Yeah. (THEY GO TO THE KITCHEN) 
 
MRS. GELLER: Oh, we're having spaghetti! That's.... easy. 
 
MONICA: I know this is going to sound unbelievably selfish, but, were you 
planning on bringing up the whole baby/lesbian thing? Because I think it 
might take some of the heat off me.（そうすれば少しは攻撃が取れると思うの） 
 
(CUT TO THE FAMILY EATING) 
 
MRS. GELLER: What that Rachel did to her life.... We ran into her parents 
at the club, they were not playing very well.（彼らはしっかり演奏できていな
かったのよ） 
 
MR. GELLER: I'm not gonna tell you what they spent on that wedding（結婚
式で費やした費用の事を言うつもりはないが・・・）... but forty thousand dollars 
is a lot of money! 
 
MRS. GELLER: Well, at least she had the chance to leave a man at the 
altar... 
（少なくとも彼女はチャンスがあった、男を置き去りにする、祭壇で） 
 
MONICA: What's that supposed to mean? 
MRS. GELLER: Nothing! It's an expression. 
MONICA: No it's not.  
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MR. GELLER: Don't listen to your mother.（お母さんの話しを聞くな） 
You're independent,（お前は自立したろ） and you always have been! （しか
もずっとだ）Even when you were a kid... and you were chubby,（丸まる太っ
た） and you had no friends, you were just fine! And you would read alone in 
your room, and your puzzles... 
 
(CUT TO SAME SCENE) 
 
MR. GELLER: Look, there are people like Ross who need to shoot for the 
stars, （ロスのような人がいるんだぞ、高い目標が必要な shoot for the stars）
with his museum, and his papers getting published. Other people are 
satisfied with staying where they are(他の奴らは自分がいる所で満足してい
る)- I'm telling you, these are the people who never get cancer. （そういうや
つらはガンにもならないよ） 
 
(AGAIN, CUT TO SAME SCENE) 
 
MR. GELLER: ...And I read about these women trying to have it all, （俺が
読んだ最近の女性は何でも欲しがるんだよ）and I thank God 'Our Little 
Harmonica' doesn't seem to have that problem. （モニカはそんな問題がなく
て良かった！） 
 
MONICA: (TRYING TO CHANGE THE SUBJECT) So, Ross, what's going 
on with you? Any stories? (DIGS HER ELBOW INTO HIS HAND) No news, 
no little anecdotes（逸話） to share with the folks? 
 
ROSS: (PULLS HIS HAND AWAY) Okay! Okay. (TO MR.+MRS. GELLER) 
Look, I, uh- I realise you guys have been wondering what exactly happened 
between Carol and me, and, so, well, here's the deal. Carol's a lesbian. She's 
living with a woman named Susan. She's pregnant with my child, and she 
and Susan are going to raise the baby. 
 
(STUNNED SILENCE) 
 
MRS. GELLER: (TURNS TO MONICA) And you knew about this?! 
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(AD BREAK)  
 
SCENE 3: CENTRAL PERK (ALL PRESENT) 
 
JOEY: Your folks are really that bad, huh?（親はそんな悪いのか？ 
 
ROSS: Well, y'know, these people are pros. They know what they're doing, 
they take their time, they get the job done.（任務を完了させるんだ） 
 
MONICA: Boy, I know they say you can't change your parents,... boy, if you 
could- (TO ROSS) -I'd want yours. 
 
ROSS: Must pee. (GOES TO PEE) 
 
PHOEBE: Y'know, it's even worse when you're twins. 
 
RACHEL: You're twins? 
 
PHOEBE: Yeah. We don't speak. She's like this high-powered, driven career 
type. 
 
CHANDLER: What does she do? 
 
PHOEBE: She's a waitress. 
 
RACHEL: All right, you guys, I kinda gotta clean up now. (THEY START TO 
LEAVE) 
 
MONICA: Chandler, you're an only child, right? You don't have any of this. 
 
CHANDLER: Well, no, although I did have an imaginary friend,（想像上の友
達がいたんだけど） who... my parents actually preferred.（両親はそいつの方
が好きだった） 
 
RACHEL: The lights, please.. (JOEY TURNS OFF THE LIGHT. EXIT ALL 



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

232 
 

BUT RACHEL AND ROSS. RACHEL STARTS TO SWEEP, THEN ROSS 
COMES BACK FROM THE TOILET) 
 
ROSS: ...How long was I in there? 
 
RACHEL: I'm just cleaning up. 
 
ROSS: D'ya.. uh.. d'ya need any help? 
 
RACHEL: Uh.. okay, sure! Thanks! (SHE HANDS HIM THE BROOM AND 
THEN SITS DOWN) 
 
ROSS: Anyway.. um.. (STARTS TO SWEEP) So, you- uh- you nervous about 
Barry tomorrow? 
 
RACHEL: Oh.. a little.. 
 
ROSS: Mm-hmm.. 
 
RACHEL: A lot. 
 
ROSS: Mm. 
 
RACHEL: So, got any advice? Y'know, as someone who's recently been- 
dumped? 
 
ROSS: Well, you may wanna steer clear of the word 'dumped'.  
（君が操縦する、はっきりと捨てられるという言葉を	 steer clear of ～を避け
る、近づけない）	 捨てられるという事から避けたいなら・・） 
 
Chances are he's gonna be this, this broken shell of a man, y'know, so you 
should try not to look too terrific, I know it'll be hard. Or, y'know, uh, hey!, 
I'll go down there, and I'll give Barry back his ring, and you can go with Carol 
and Susan to the OB/GYN... 
 
RACHEL: Oh, you've got Carol tomorrow.. When did it get so complicated? 
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ROSS: Got me. 
 
RACHEL: Remember when we were in high school together? 
 
ROSS: Yeah. 
 
RACHEL: I mean, didn't you think you were just gonna meet somone, fall in 
love- and that'd be it? (ROSS GAZES AT HER) ..Ross? 
 
ROSS: Yes, yes! 
 
RACHEL: Oh! Man, I never thought I'd be here.. (SHE LEANS BACK ONTO 
HIS HAND) 
 
ROSS: Me neither... (HE PULLS UP A STOOL AND SITS DOWN SO AS 
NOT TO HAVE TO PULL HIS HAND AWAY) 
 
(CUT TO THE CLINIC. CAROL IS SITTING, WAITING. ENTER ROSS) 
 
ROSS: Sorry I'm late, I got stuck at work. There was this big dinosaur.. 
thing.. anyway. 
 
(ENTER SUSAN, HOLDING A DRINK) 
 
SUSAN: Hi. 
 
CAROL: Ross, you remember Susan. 
 
ROSS: How could I forget?  
 
SUSAN: Ross. 
 
ROSS: (THEY SHAKE HANDS) Hello, Susan. (TO CAROL) Good shake. 
Good shake. So, uh, we're just waiting for...? 
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CAROL: Dr. Oberman. 
 
ROSS: ..Dr. Oberman. Okay. And is he- 
 
SUSAN: She. 
 
ROSS: -she, of course, she- uh- familiar with our.. special situation? 
 
CAROL: Yes, and she's very supportive. 
 
ROSS: Okay, that's great. (SUSAN HOLDS OUT HER DRINK) No, I'm- Oh. 
(PASSES IT TO CAROL) 
 
CAROL: Thanks. 
 
ROSS: (PICKS UP A SURGICAL IMPLEMENT AND MIMES A DUCK 
WITH IT) Quack, quack.. 
 
CAROL: Ross? That opens my cervix.（子宮） (HE DROPS IT IN HORROR) 
 
(CUT TO BARRY'S SURGERY. BARRY IS WORKING ON ROBBIE'S 
MOUTH. ENTER RACHEL) 
 
RACHEL: Barry? 
 
BARRY: C'mon in.  
 
RACHEL: (HESITATES) Are you sure? 
 
BARRY: Yeah! It's fine, it's fine. Robbie's gonna be here for hours. 
 
ROBBIE: Huh?! 
 
BARRY: So, how ya doin? 
 
RACHEL: I'm- uh- I'm okay... You look great!  
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BARRY: Yeah, well.. 
 
BERNICE (OVER INTERCOM): Dr. Farber, Jason Greenstein's gagging.（吐
いている） 
 
BARRY (TO INTERCOM): Be right there. (TO ROBBIE+RACHEL) Be back 
in a sec. 
 
(ROBBIE STARES AT RACHEL) 
 
RACHEL: I dumped him. 
 
ROBBIE: Okay. 
 
(CUT TO THE CLINIC) 
 
ROSS: So, um- so how's this, uh, how's this gonna work? Y'know, with us? 
Y'know, when, like, important decisions have to be made? 
 
CAROL: Give me a 'for instance'. 
 
ROSS: Well, uh, uh, I don't know, okay, okay, how about with the, uh, with 
the baby's name? 
 
CAROL: Marlon- 
 
ROSS: Marlon?! 
 
CAROL: -if it's a boy, Minnie if it's a girl. 
 
ROSS: ...As in Mouse?（ねずみから取ったの？） 
 
CAROL: As in my grandmother. 
 
ROSS: Still, you- you say Minnie, you hear Mouse.  



グローバルリンク・ジャパン株式会社 
 

Copyright© Global Link Japan Inc. All Rights Reserved 
 

236 
 

Um, how about, um.. how about Julia? 
 
CAROL: Julia.. 
 
SUSAN: We agreed on Minnie. 
 
ROSS: 'S'funny, um, uh, we agreed we'd spend the rest of our lives together.
（一生を共にする事を誓ったんだ） Things change,（事態は変わっているけど） 
 roll with the punches. （相手の攻撃をかわす⇒柔軟に対応してきた） 
I believe Julia's on the table..? 
 
(CUT TO THE SURGERY. RACHEL IS DOING HER MAKEUP IN THE 
MIRROR ON BARRY'S LAMP. ENTER BARRY) 
 
BARRY: Sorry about that. So. What have you been up to? 
 
RACHEL: Oh, not much. I-I got a job. 
 
BARRY: Oh, that's great. 
 
RACHEL: Why are- why are you so tanned? 
 
BARRY: Oh, I, uh- I went to Aruba. 
 
RACHEL: Oh no. You went on our honeymoon alone? 
 
BARRY: No. I went with, uh.. Now, this may hurt. 
 
ROBBIE: Me?! 
 
BARRY: No! (TO RACHEL) I went with Mindy. 
 
RACHEL: Mindy?! My maid of honour（花嫁付添役）, Mindy?! 
 
BARRY: Yeah, well, uh, we're kind of a thing now.  
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RACHEL: Oh! Well, um.. (GRABBING HIS FOREHEAD) You've got plugs!
（植毛した！） 
 
BARRY: Careful! They haven't quite taken yet.（まだ完全じゃないんだ） 
 
RACHEL: And you've got lenses! But you hate sticking your finger in your 
eye! 
 
BARRY: Not for her. Listen, I really wanted to thank you. 
 
RACHEL: Okay.. 
 
BARRY: See, about a month ago, I wanted to hurt you. More than I've ever 
wanted to hurt anyone in my life. And I'm an orthodontist. （矯正歯科医師だ） 
 
RACHEL: Wow. 
 
BARRY: You know, you were right? I mean, I thought we were happy. We 
weren't happy. But with Mindy, now I'm happy. Spit. 
 
RACHEL: What? 
 
ROBBIE: Me. (SPITS) 
 
RACHEL: Anyway, um, (GETS THE RING OUT OF HER PURSE) I guess 
this belongs to you. And thank you for giving it to me.  
 
BARRY: Well, thank you for giving it back. 
 
(BARRY AND RACHEL SMILE AT EACH OTHER FOR A BIT) 
 
ROBBIE: Hello?! 
 
(CUT TO THE CLINIC) 
 
SUSAN: Oh, please! What's wrong with Helen? 
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ROSS: Helen Geller? I don't think so. 
 
CAROL: Hello? It's not gonna be Helen Geller. 
 
ROSS: Thank you! 
 
CAROL: No, I mean it's not Geller. 
 
ROSS: What, it's gonna be Helen Willick? 
 
CAROL: No, actually, um, we talked about Helen Willick-Bunch. 
 
ROSS: Well, wait a minute, wha- why is she in the title? 
 
SUSAN: It's my baby too. 
 
ROSS: Oh, 's'funny, really? Um, I don't remember you making any sperm. 
 
SUSAN: Yeah, and we all know what a challenge that is! 
 
CAROL: All right, you two, stop it! 
 
ROSS: No no no, she gets a credit, hey, I'm in there too.  
 
CAROL: Ross. You're not actually suggesting Helen Willick-Bunch-Geller? 
'Cause I think that borders on child abuse.（境界線。子供虐待 
 
ROSS: Of course not, I'm... suggesting Geller-Willick-Bunch. 
 
SUSAN: Oh, no, nonononono, you see what he's doing? He knows no-one's 
gonna say all those names, so they'll wind up calling her Geller,（結局みんな
は最終的にゲラーって呼ぶわ） then he gets his way!（それが彼の魂胆よ） 
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ROSS: My way?! You-you think this is my way? Believe me, of all the ways I 
ever imagined this moment in my life being, （そんな事一度も考えたことない
ぞ） 
this is not my way- y'know what? Uh, um, this is too hard. I'm not, I can't do- 
 
DR. OBERMAN: (ENTERING) Knock knock!How are we today? Any 
nausea?（吐き気？） 
 
ALL: Yeah. Yeah. A little. 

 

DR. OBERMAN: Well, I was just wondering about the mother-to-be, but.. thanks for 

sharing. (TO CAROL) Uh, lie back.. 

 

ROSS: You- uh- y'know what, I'm gonna go. I don't- I don't think I can be involved in 

this particular familiy thing right now. (HE TURNS TO GO, BUT THE SOUND OF THE 

SONOGRAM CATCHES HIS EAR; HE RETURNS AND STARES AT IT, TRANSFIXED) 

 

ROSS: Oh my God.  

 

SUSAN: Look at that. 

 

CAROL: I know.  

 

CREDITS SCENE: MONICA+RACHEL'S APARTMENT.(ALL WATCHING A 

VIDEO OF THE SONOGRAM) 

 

ROSS: Well? Isn't that amazing? 

 

JOEY: What are we supposed to be seeing here? 

 

CHANDLER: I dunno, but.. I think it's about to attack the Enterprise.（宇宙船） 

 

PHOEBE: You know, if you tilt your head to the left, and relax your eyes, it kinda looks 

like an old potato.（首を左に傾けてみると、古いポテトみたいよ） 
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ROSS: Then don't do that, alright? 

 

PHOEBE: Okay! 

 

ROSS: (WALKING OVER TO WHERE MONICA IS STANDING)Monica. Whaddya think? 

 

MONICA: (WELLING UP) Mm-hmm. 

 

ROSS: Wh- are you welling up?（涙がながれそうだろ？） 

 

MONICA: No. 

 

ROSS: You are, you're welling up. 

 

MONICA: Am not! 

 

ROSS: You're gonna be an aunt. 

 

MONICA: (PUSHES HIM AND STARTS TO CRY) Oh shut up! 

 

RACHEL: (ON PHONE) Hi, Mindy. Hi, it-it's Rachel. Yeah, I'm fine. I-I saw Barry today. 

Oh, yeah, yeah he-he told me. No, no, it's okay. I hope you two are very happy, I really 

do. Oh, oh, and Mind, y'know, if-if everything works out, and you guys end up getting 

married and having kids- and everything- I just hope they have his old hairline（かつら

前の髪型） and your old nose.（整形前の鼻） (SLAMS DOWN PHONE) (TO THE 

GANG, WHO ARE STARING) Okay, I know it was a cheap shot,（あまり下品だけど・・） 

but I feel SO much better now. 

END 
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