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スｨとシ 20160819 

 

こんにちは。たまに１時間座禅する哲生です。 

 

｢座って！｣を英語で何と言うかを尋ねると、 

｢Sit down!｣と答える高校生が多いです。 

中学校時代に英語の授業で刷り込まれたのでしょうか？ 

｢Sit down!｣という言い方は、高圧的です。 

英会話では｢Have a seat!｣といいましょう。 

ちなみに、これは名詞構文です。 

文法的な理解もしてほしいですね。 

 

｢Sit down!｣と日本人が言うと、 

｢Shit down!｣に聞こえることが多いです。 

｢〇〇〇をしなさい！｣という意味になります。 

気になる方はご自身でお調べください。 

スィとシでは大違いなので気をつけましょう。 

 

｢Have a seat!｣と日本人が言うと、 

｢Have a sheet!｣に聞こえることが多いです。 

｢敷布を１枚持ちなさい！｣という意味になります。 

スィとシでは大違いなので気をつけましょう。 

 

発音できない人へ。 

サスｨスセソ 

シャシシュシェショ 

これを何回も唱えましょう。 

 

それでも自信のない人へ。 

哲生のところに来てください。 

 

 

 

 



破戒の勧め 20160819 

 

こんにちは。 

好きな特撮ヒーローはハカイダーの哲生です。 

 

破壊と破戒は何が違うのでしょうか？ 

破壊≒destruction つまり、物を壊すこと 

破戒≒violation  つまり、規則を破ること 

英語講師である哲生は、まずこう考えます。 

 

しかし、日本語にはもっと深い意味があります。 

戒律という言葉がありますが、 

戒≒自律的な規則（罰則なし） 

律≒他律的な規則（罰則あり） 

ということなので、 

破戒≒自律的な規則を破ること となるはずです。 

悪い意味で使われることが多いですが、 

良い意味でも使えると思います。 

英語でいうと、inner revolution でしょうか？ 

 

成長するためには、破戒が必要だと哲生は思います。 

あすなろ学院高等部は、暗記偏重型の生徒を破戒させ、 

理解型へと誘導しています。 

 

高校生の皆さん、 

あすなろ学院高等部で破戒してみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 



typhoon 20160822 

 

こんにちは。哲生です。 

本日は台風のため、あすなろ学院全教室が休講です。 

振替授業の相談は次回の授業時にさせていただきます。 

 

熱帯低気圧の名前は、 

太平洋が typhoon 

大西洋が hurricane 

インド洋が cyclone 

となります。 

 

TV アニメのスーパーロボットの必殺技の名前は、 

マジンガーＺが rust-hurricane(ﾙｽﾄﾊﾘｹｰﾝ) 

グレートマジンガーが great-typhoon(ｹﾞﾚｰﾄﾀｲﾌｰﾝ) 

グレンダイザーが cyclone-beam(ｻｲｸﾛﾝﾋﾞｰﾑ) 

となります。 

 

rust-hurricane について。 

rust はサビという意味なので、 

腐食効果があると思われます。 

rust の正しい発音はﾗｽﾄですが、 

last と勘違いされると困るため、 

ﾙｽﾄにしたと思われます。 

hurricane の正しい発音はﾊﾘｹｲﾝですが、 

よくあるカタカナ表記に従いﾊﾘｹｰﾝになっています。 

 

great-typhoon について。 

great の正しい発音はｸﾞﾚｲﾄですが、 

よくあるカタカナ表記に従いｸﾞﾚｰﾄになっています。 

great｢すごい｣の反意語は terrible｢ひどい｣です。 

英単語は必ず同意語や反意語と共に覚えましょう。 

 

 



 

 

cyclone-beam について。 

グレンダイザーじゃなくて、それにドッキングする 

ダブルスペイザーの必殺技ではないかと思った人、 

詳しいですねー。そのとおりです。（笑） 

グレンダイザーはフランスでとても人気があり、 

ＴＶ視聴率 100％を記録した伝説のアニメです。 

 

国際交流のため、アニメも勉強しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



雨 20160823 

 

こんにちは。雨の筆順が全くわからない哲生です。 

(覚える気も全くありません。) 

 

そもそも、漢字の筆順なんてどうでもいいはずです。 

旧文部省が考え出したものですが、 

旧文部省も、正解は１つだけだとは言ってません。 

 

昔、インドで日本語の先生をしていたとき、 

｢先生、雨の筆順を教えてください。｣ 

と生徒に質問され、 

｢日本人である俺がわからんから、どうでもいいよ。｣ 

と答えたら、 

｢日本語検定試験に出るんです！困ります！！｣ 

と怒られたことがあります。 

仕方なく、日本にいる彼女(今の妻)に国際電話をし、 

教えてもらったのはよかったのですが、 

その日のバイト代が全て電話代に消えてしまいました。 

今ならネットがあるので安上がりですけどね。 

 

It is raining (now とか). 

It is rainy (today とか). 

It rains (every day とか). 

この 3 文、上手く使い分けられますか？ 

あすなろ学院の英語の先生に質問してみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 



worry 20160825 

 

こんにちは。｢ウォーリーを探せ｣が得意な哲生です。 

それは Wally か・・・。 

 

クイズです。 

｢私はその結果が心配だ。｣を英語で言うと？ 

① I worry about the results. 

② I'm worrying about the results. 

③ I'm worried about the results. 

 

①は不正解です。 

自動詞として使うのはＯＫです。 

しかし、動作動詞の現在形は習慣に聞こえます。 

I worry about my mother. 等はＯＫです。 

 

②は正解です。 

現在進行形なので、習慣ではなく今現在の話です。 

心配している動作の瞬間になります。 

能動態なので、積極的なニュアンスです。 

 

③は大正解です。 

他動詞を受動態にして自動詞化しています。 

心配している状態になります。 

(be 動詞は状態動詞です。) 

受動態なので、消極的なニュアンスですが、 

積極的なニュアンスとしても使えるようです。 

 

自動詞と他動詞   動作動詞と状態動詞  現在形と現在進行形 

こういった区別ができていますか？100％理解していますか？ 

 

Don't worry! 

わからない人は哲生に質問しましょう。 

 



Internet 20160825 

 

こんにちは。毎日ネットを使っている哲生です。 

 

Q-Success 社の 2016 年の調査によると、 

インターネット上のサイト数の割合は、 

英語が 53.1％、日本語が 5.4％ となっています。 

つまり、英語がわかれば、 

得られる知識が 10 倍以上になるということです。 

この差は大きいですよ！ 

 

哲生がよく使う英語のサイトを以下に 4 つ示します。 

① THE TIMES OF INDIA 

インド大好きなので、インドの新聞も見るわけです。 

他国の新聞では、世界のニュースが違って見えます。 

reading に役立ちます。 

② World Reference Forums 

文法をネイティブがチェックしてくれています。 

これがないと、哲生は英語の授業ができません。 

writing に役立ちます。 

③ ABC NEWS SHOWER 

ABC のＴＶニュースを扱う NHK のサイトです。 

(ABC：American Broadcasting Company) 

(NHK：Nippon Hoso Kyokai) 

1 分程度のニュースを 4 回繰り返します。 

listening に役立ちます。 

④ TED 

おもしろい講演が毎日更新されています。 

話術や資料の見せ方など、とても参考になります。 

speaking に役立ちます。 

 

 

 

 



 

 

最後に、英語の勉強をしましょう。 

｢インターネットで｣を英語で言うと、 

on the Internet です。 

by ではなく、on を使います。 

(by using the Internet ならＯＫです。) 

the を必ずつけます。 

Internet の頭文字は大文字です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生 20160826 

 

こんにちは。漢字が苦手な哲生です。 

 

生という漢字の読み方は、なんと 158 種類もあります。 

(出典：日本語学校アイザック) 

こんなにたくさんの読み方がある文字は、 

世界中の言語を調べてみても他にないと思います。 

昨日、ネットサーフィン中に偶然知りました。 

漢字を勉強して感動したのは、生まれて初めてです。 

 

ちなみに、死という漢字の読み方は、1 種類のみです。 

生と対照的でおもしろいですよね。 

 

こういうことを小学生のうちに知っていれば、 

哲生は漢字嫌いにならなかったと思います。(苦笑) 

誰も教えてくれなかったなあ。(愚痴) 

 

哲生は塾の英語講師です。(理科も教えます。) 

英語や理科はもちろん、いろんな分野において、 

塾生たちの知的好奇心を刺激していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



災害 20160829 

 

こんにちは。哲生です。 

 

台風 10 号が接近しています。 

明日 8/30(火)は、あすなろ学院全教室が休講です。 

自習室の利用もできませんのでご注意ください。 

振替授業は、次回の授業時に相談させてください。 

 

｢災害｣を表す英語は、以下の 3 つがあります。 

disaster ⇒ 一番よく使われます。 

calamity ⇒ やや固い表現です。 

catastrophe ⇒ 大災害です。 

大学入試的には、アクセントが重要です。 

全部、2 音節目にアクセントがつきます。 

 

台風が来るのは仕方ないですが、 

catastrophe にならないことを祈ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



のののたりたり 20160901 

 

こんにちは。哲生です。 

おかげ様で、このブログの閲覧数が増えています。 

今月の閲覧数は先月の倍近くになりました。 

今後も週４～５回ペースでＵＰする予定です。 

お友達にも是非このブログを紹介してください。 

 

英文和訳で生徒がよくするミスがあります。 

それが、のののたりたりです。 

ふじわらのかまたりではありません。 

(最近、日本史の勉強にハマっています。) 

 

原則として、｢の｣が 3 つ以上になるとＮＧです。 

百人一首に出てくる天智天皇の歌には、 

秋の田のかりほの庵の・・・とありますが、 

歌などは例外です。 

リズムを作っている意味があるでしょうし、 

そもそも 5･7･5･7･7 で切れています。 

以下の英語をどう和訳しますか？ 

a story about a friend of my father's 

私の父の友達の話 ⇒ ｢の｣3 つ以上 ＮＧ！ 

父の友達の話 ⇒ ｢の｣2 つ以下 ＯＫ！ 

私の父の友達に関する話 ⇒ ｢の｣2 つ以下 ＯＫ！ 

 

原則として、｢たり｣が 2 つ以上にならないとＮＧです。 

以下の英語をどう和訳しますか？ 

sing and dance 

歌ったり踊る ⇒  ｢たり｣1 つ ＮＧ！ 

歌ったり踊ったり ⇒ ｢たり｣2 つ以上 ＯＫ！ 

歌って踊る ⇒ もちろんＯＫ！ 

 

以上です。 

 



直訳と意訳とダメな訳 20160902 

 

こんにちは。哲生です。 

レギュラー授業で英文和訳の指導時間が足りません。 

生徒の皆さん、ブログで勉強しましょう！ 

 

英語の和訳は直訳が基本です。 

頭の中で直訳し、書くときに意訳します。 

意訳できないときは、直訳のままでＯＫです。 

英語の先生は国語の先生ではないので、 

美しくなくても論理的であれば良いと考えます。 

 

例を示しましょう。 

He has three brothers. 

直訳：彼は 3 人の兄弟を持っている。 

意訳：彼には 3 人の兄弟がいる。 

直訳は減点されるかもしれませんが、 

半分以上の点数がもらえると思いますよ。 

ダメな訳：彼は 3 人の兄弟がいる。 

主語は彼？それとも 3 人の兄弟？ 

哲生が採点するなら、0 点です。 

鬼かなあ？ 

 

日本語は曖昧な言語ですが、 

英語は明瞭な言語です。 

明瞭な日本語で和訳しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



長い英文の和訳のコツ 20160902 

 

こんにちは。 

長い文を見るのも書くのも苦手な哲生です。 

このブログの文は、1 行 25 字以内になっています。 

スマホで見るときに読みやすいと思うからです。 

 

短い英文の和訳は、簡単です。 

I / think / (that) he is A. 

私は / 思います / 彼が A であるということを 

⇒ 私は彼が A であると思います。 

SVO だから、S は O を V すると訳します。 

｢ということを｣はくどいので｢と｣にします。 

 

長い英文の和訳は、難しいです。 

I / think / (that) he is A, B, and C. 

私は / 思います / 彼が A でＢでＣであるということを 

⇒ 私は彼がＡでＢでＣであると思います。 

うーん、間違ってはいませんが、見にくいです。 

｢彼が｣を｢彼は｣にするのはＮＧです。 

⇒ 彼がＡでＢでＣであると私は思います。 

見やすいです。主語を動詞の近くに置くのがコツです。 

｢彼が｣を｢彼は｣にしてもＯＫです。 

 

このような添削指導を塾でやりたいのですが、 

なかなか時間が取れません。 

生徒諸君、このブログで勉強しよう！ 

もちろん、質問いつでも受付中です。 

 

 

 

 

 

 



熱と力と愛の指導 20160903 

 

こんにちは。塾講師歴 15 年以上の哲生です。 

 

塾の先生をやっていて良かったなと思うことは、 

尊敬できる人がまわりにたくさんいることです。 

そして、尊敬するだけではなく、真似したくなります。 

 

進藤誠先生や佐々木陵太先生の熱い指導を真似したい 

紫竹隆志先生や澤田恒一先生の力ある指導を真似したい 

西野賢治先生や早川崇先生の愛情ある指導を真似したい 

つまり、熱と力と愛の指導がしたい！ 

 

哲生は、今だに発展途上であります。 

でも、努力し続けます。 

もっといい講師になりたいです！ 

努力し続ける姿を生徒に見せることで、 

生徒にも努力することを促したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



水平線と砂漠の夜空と座禅 20160903 

 

こんにちは。 

9/2 に富谷大清水教室ブログで紹介された哲生です。 

そのブログの一部修正をします。 

 

哲生は、どこかの島に向って泳いだのではなく、 

水平線に向って泳いだのです。(アホですね。) 

当然、いくら泳いでも水平線には着きません。 

疲れたので帰ろうと思い、後ろを振り向いたら、 

後ろも水平線でした。(死んだ･･･と思いました。) 

しかし、当時の哲生は若くて体力があったので、 

泳ぎ続け、無事に元の岸へたどり着きました。 

命拾いしたので、第２の人生を歩もうと思い、 

｢てつお｣という名前を｢てっせい｣にしました。 

 

水平線に向ってどこまでも泳いだことありますか？ 

気持ちいいですよー！ 

夜の砂漠に寝転んで星空を見上げたことありますか？ 

気持ちいいですよー！ 

 

もっと言ってもいいですか？ 

長時間座禅すると、超気持ちいいですよー！！！ 

(注)毎日 12 時間の座禅を 1 週間続けてください。 

(注)自己流は危険です。寺でやりましょう。 

 

受験生の皆さん、 

受験に合格したら、何か気持ちいいことしましょう。 

それを楽しみに、今は猛勉強しましょう。 

 

 

 

 

 



中学英語は帰納法重視？ 20160906 

 

こんにちは。帰納法より演繹法が好きな哲生です。 

 

中学英語は帰納法重視の傾向があると思います。 

つまり、文を多く見て理屈を考えます。 

高校英語は演繹法重視の傾向があると思います。 

つまり、理屈を考えて文を多く見ます。 

 

中学英語の落とし穴は、 

文を多く見ていないことが原因で、 

間違った理屈を考えてしまうことです。 

例えば、最上級＋in？of？の穴埋め問題で、 

in＋場所 of＋人 と考えて、 

She is the cutest (in) her class. 

She is the cutest (of) all the students. 

と書き、正解なので満足します。 

では、次の穴埋め問題はどうなりますか？ 

Her class is the cutest (  ) the three classes. 

正解は of ですよ。理屈が破綻しましたね。 

in＋単数 of＋複数 と教える先生もいます。 

間違ってはいませんが、個人的には嫌いです。 

テストで点数を取るためだけの知識に見えます。 

 

前置詞イメージが大事だと哲生は思います。 

例えば、of について簡単な説明をしましょう。 

A of B：B の A と訳しますが、その理屈は？ 

B が全体集合で A が部分集合です。（高校数学） 

つまり、B が集団で、A がその一部です。 

中学生でも、以下の英語は習いますよね。 

a friend of my father ⇒ ＮＧ 

a friend of my father's ⇒ ＯＫ 

my father's ＝ my father's friends 集団です！ 

 



存在しないことを証明するのは難しい 20160907 

 

こんにちは。宇宙人は存在すると思う哲生です。 

そもそも、我々地球人は宇宙人です。 

 

仮面ライダーが、 

｢出たな！ショッカーの改造人間！｣ 

と叫ぶことがよくありますが、 

仮面ライダーもショッカーの改造人間です。 

 

すいません。話がずれました。（笑） 

 

宇宙人が存在するという証拠は今のところありません。 

しかし、１人でも発見できればそれが証拠になります。 

宇宙人が存在しないという証拠もありません。 

しかし、発見できないことが証拠にはなりません。 

天文学者カール・セーガンの有名な言葉を紹介します。 

Absence of evidence is not evidence of absence. 

証拠が存在しないことが存在しない証拠にはならない。 

 

英語学習者は、このことを肝に銘じるべきです。 

辞書や参考書に載っていないことを理由に、 

｢その表現は存在しない。｣と言ってはいけません。 

ネイティブがその表現を使っているのかどうかを、 

ネットなどで調べることが必要です。 

1 人でもその表現を使っているネイティブがいれば、 

その表現は存在することになるのです。 

そのようなネイティブを発見できなかったとしても、 

その表現が存在しない証拠にはなりません。 

 

例えば、amn't という表現は存在する？しない？ 

スコットランド人はその表現を使いますよ！ 

アイルランド人もその表現を使いますよ！ 

 



very delicious  20160908 

 

こんにちは。リムカというジュースが好きな哲生です。 

リムカはぐうおいしいです。ファン〇レモンぽいです。 

インドで売っています。日本では売っていません。 

発がん性物質があるので、輸入できないらしいです。 

 

先日、佐々木陵太先生から質問がありました。 

｢delicious に very をつけてもいいんですか？｣ 

いい質問です！いい質問は哲生の大好物です。 

delicious は強調形容詞です。 

つまり、delicious ≒ very tasty です。だから、 

very delicious ≒ very very tasty となり、 

理屈では変だよね、というわけです。 

理屈では absolutely delicious とするべき？ 

 

こういうときは、ネットでチェックしましょう。 

World Reference Forum でネイティブの意見を、 

Google Ngram Viewer で使用頻度を、 

それぞれ見てみましょう。 

 

ネイティブの意見を見ると、 

very を使う人もいれば使わない人もいるようです。 

very と absolutely の使用頻度を見ると、 

1990～2005 年の時期はほぼ同じですが、 

それ以前もそれ以後も very のほうが高いようです。 

 

哲生の結論。 

very delicious は受験英語としては微妙ですが、 

実際の英語では使っても全く問題なし！ 

 

 

 

 



｢かわいい｣を英語で言うと？ 20160910 

 

こんにちは。髭もじゃもじゃの哲生です。 

全然かわいくないです。 

 

｢かわいい｣という日本語は国際語になりました。 

だから、英語にする必要はないです。 

でも、あえて考えてみましょう。 

 

ある外国人のブログを見ていたら、 

‘Kawaii' is not ‘cute'. It is ‘very cute'. 

と書いてありました。 

国語の先生がどう思うのかはわかりませんが、 

哲生はなるほどなあと思いました。 

｢かわいい｣が強調形容詞だとは思いません。 

でも、かわいいという音がやわらかいので、 

かわいさが増しているような気がします。 

 

｢訓読み｣って、やわらかい音ですよね。 

 

大君を｢タイクン｣と音読みすると怖い気がします。 

恐れ多き、タイクン様ー！という感じです。 

大君を｢おおきみ｣と訓読みすると優しい気がします。 

慈悲深き、おおきみ様ー！という感じです。 

 

勉強を｢ベンキョウ｣と音読みすると、 

なんか、殺伐とした気持ちになりませんか？ 

勉強を｢つとめてつよくなる｣と訓読みすると、 

なんか、ほっこりしませんか？ 

つとめてつよくなるぞー！経験値あげるぞー！ 

なんか、明るい気持ちになりませんか？ 

 

がんばれ、受験生！ 

つとめてつよくなろう！ 



英語公用語化論 20160912 

 

こんにちは。最近、日本史にはまっている哲生です。 

 

明治時代に、英語公用語化論が提唱されたそうです。 

提唱したのは初代文部大臣にもなった森有礼です。 

高校や大学の勉強は英語でするべきだというわけです。 

これに真っ向から反対したのが福沢諭吉です。 

福沢諭吉は、英語を次から次へと日本語に翻訳し、 

日本語だけで高等教育ができるようにしてくれました。 

さすがです。一万円札になるだけのことはあります。 

 

しかし、歴史は繰り返されます。 

現在、英語公用語化論が再び提唱されています。 

グローバル化という別の名前を使っていますが。 

これを知ったら、福沢諭吉は怒るだろうと思います。 

 

英語の勉強は大事だと思います。 

しかし、日本人の多くが英語の勉強に時間を奪われ、 

国語・社会・数学・理科の勉強時間が不足するのは、 

日本が滅亡する原因になりかねないと思います。 

 

英語で飯を食っていこうと思っている生徒たちへ。 

英語だけ得意になってもいい仕事はできません。 

英語以外に、もう一つ、得意なものを作ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



真似 20160913 

 

こんにちは。「あれ？あれ？」が口癖の哲生です。 

インドで日本語の先生をしていたとき、 

よく生徒に真似されたものです。 

実は、ヒンディー語でも同じように使います。 

｢アレレ？アレ？｣という有名な歌があるくらいです。 

 

真似という言葉の語源が面白いです。 

武内宿禰という偉い人が殺されそうになったとき、 

武内宿禰に似ている真根子(まねこ)という人が、 

身代わりになって死んだそうです。 

その話から、似ていることを真根と言うように 

なったとかならないとか。 

 

日本人のすごいところは、真似する力だと思います。 

真似するだけでなく、さらに改良を加え、 

オリジナルを越えてしまうところがすごいです。 

幕末に黒船がやって来たとき、 

｢恐いよー。勝てっこないよー。｣とは思わず、 

｢すげー。俺たちも作ってみよう。｣と思うところが、 

我らのご先祖様たちの偉大なところです。 

そして、ついには戦艦大和まで作ってしまいます。 

たぶん、宇宙戦艦ヤマトも作れると思います。 

 

生徒諸君へ。学ぶ≒真似ぶ だと思います。 

成績の良い人の勉強方法を真似するのであれば、 

さらに改良を加え、その人を越えましょう。 

 

今回のブログは｢真似｣というテーマでしたが、 

これは高等部岩沼中央校 9/9 のブログを真似しました。 

お後がよろしいようで。チャンチャン。 

 

 



数学の質疑応答 20160914 

 

こんにちは。実は理系の哲生です。 

 

長町南校の自習室兼講師控え室にいると、 

早川講師に数学の質問をしにくる生徒をよく見ます。 

耳を傾けると、面白いことがたくさん聞こえてきます。 

 

早川：この問題は何を２等分しているんだ？ 

生徒：点です。 

早川：･･･(絶句)。 

 

生徒：数学の質問いいですか？ 

早川：数学の質問なんだろうな？ 

生徒：｢満たす｣って何ですか？ 

早川：それって国語の質問でしょ！ 

 

早川：場合分けをしてみよう。 

かわいい娘とかわいくない娘がいたとする。 

生徒：えっ？それってひどくないですか？ 

早川：かわいくなくても美人の娘もいるだろう！ 

 

いやあ、数学って面白いですね。 

しかし、そんな悠長なことも言ってられません。 

定期テストが心配です。大学受験が心配です。 

 

生徒の皆さん。 

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥です。 

質問に来る生徒はまだ安心です。 

質問に来ない生徒は不安です。 

どんどん質問に来てください。 

質問をいくらしても無料ですよ！ 

 

 



英作文のアドバイス 20160914 

 

こんにちは。英作文指導が大好きな哲生です。 

 

以下の英作文の問題、書けますか？ 

自分の大切なものを、選んだ理由も含め、 

3 文程度の英語で書きなさい。 

 

哲生ならこう書きます。 

English is important for me. 

Thanks to it, I can make money. 

I am an English teacher. 

中 1 生はともかく中 2 生ならこれくらい書けるかな？ 

もちろん、英語の先生というのは変ですが。 

 

中学生へアドバイスをしましょう。 

最初に質問に対する答を書き、 

次に理由を書き、 

最後に補足説明や展望などを書きます。 

シンプルに短く書きましょう。 

長く書くと、ミスをする確率が高くなります。 

あすなろ学院の中 3 生へ。 

10 月に秋講座で英作文指導を行いますよ！ 

 

高校生にもアドバイスをしましょう。 

100 語とか 200 語とか、たくさん書かされるときは、 

具体例(エピソード)を入れて語数調整しましょう。 

その内容はウソでも構いません。 

あすなろ学院の高 3 生へ。 

10 月から英作文添削講座で英作文指導を行いますよ！ 

 

 

 

 



運命は勇者に微笑む 20160915 

 

こんにちは。将棋が大好きな哲生です。 

得意戦法は先手でも後手でも中飛車です。 

中央突破と言う単純明快な攻撃目標があり、 

それが自分の性格に合っていると思います。 

将棋部の仲間である澤田先生や森山先生を見習い、 

攻めだけでなく守りも重視したいのですが、 

攻めが好きなので攻めてしまい、よく負けます。 

 

毎週木曜に哲生は泉中央校で授業をしています。 

本日(9/15)の授業は泉高校 2 年の定期テスト対策です。 

CROWN の Lesson2 は将棋の羽生さんのお話です。 

羽生は｢はぶ｣と読みます。｢はにゅう｣ではありません。 

史上最強の棋士と呼ばれ、哲生にとっては神です。 

 

羽生さんの座右の銘は、｢運命は勇者に微笑む｣です。 

英語で書くと、Fortune smiles on the bold.だそうです。 

日本語を見ても意味が分かりませんでしたが、 

英語を見てやっと意味が分かりました。 

brave じゃなくて bold かー！！！ 

つまり、大胆な姿勢が運命を切り開くのですね。 

 

ちなみに、the 形容詞 ≒ 形容詞 people ですよ。 

 

生徒諸君へ。 

大胆にノートを取りましょう。 

紙の節約？何ソレ？ 

大胆に質問しましょう。 

先生が忙しそう？何ソレ？ 

大胆に勉強時間をかけましょう。 

疲れた？眠い？何ソレ？ 

 

 



セツルメント 20160917 

 

こんにちは。 

東北大生のときにセツルメントをしていた哲生です。 

セツルメントとは、子供と遊ぶサークルのことです。 

毎週土曜日に東仙台の小学生たちと遊んでいました。 

20 年以上前の話です。 

 

例えば、こんなことがありました。 

東仙台には梅田川という小川が流れていますが、 

そこで遊ぶ子供はほとんどいませんでした。 

｢子供が川で遊ばないなんて絶対におかしい！｣ 

そう思った哲生は、小学生を４～５人連れて、 

梅田川に入っていきました。 

子供たちは、服が汚れると親に怒られることを 

心配して、おろおろしていましたが、 

｢子供は泥んこになって遊ぶのが仕事だ！｣ 

｢オレが責任持つからどんどん服を汚せ！｣ 

と哲生は叫び、おもいっきり遊ばせました。 

全員泥だらけになりました。 

そして、子供たちがこう言ったのです。 

｢今日はすごく楽しかった。だから、 

汚れた靴下は洗わないで記念に取っておくよ。｣ 

うれしかったなあ。 

夕方、子供たちの家を１件 1 件まわり、 

服や靴が泥だらけになったことを親に謝りました。 

子供たちの親には怒られませんでしたが、 

サークルのキャプテンにはかなり怒られました。 

 

小学生のうちに自然の中でたくさん遊んで欲しいです。 

そうすれば、理科も好きになるはずです。 

中学生や高校生の皆さん、理科は好きですか？ 

 

 



モンティー・ホール問題 20160920 

 

こんにちは。ゲーム理論が好きな哲生です。 

 

本日 9/17(土)の高 3 英語センター講座では、 

モンティー・ホールさんの長文を扱いました。 

当然、モンティー・ホール問題も教えました。 

具体的には、以下のような問題です。 

 

３つの箱ＡＢＣのうち、１つだけお金が入っている。 

出題者があなたにお金が入っている箱を当てさせる。 

あなたは箱Ａを選ぶ。 

その後、出題者が箱Ｃを開く。 

箱Ｃにお金は入っていないことがわかる。 

そして、出題者があなたに提案をする。 

｢箱Ｂに変えてもいいですよ。｣ 

あなたはこの提案を受けますか？断りますか？ 

 

実は、この提案を受けたほうが良いのです。 

提案を受けると、2/3 の確率で当たります。 

提案を断ると、1/3 の確率で当たります。 

つまり、提案を受けたほうが、2 倍当たるのです。 

 

どっちも 1/2 の確率じゃないの？と思った人へ。 

数学の先生に質問してみましょう。 

 

ちなみに、この問題が大論争になった 1990 年には、 

大学の数学の教授でさえ、わからなかったそうです。 

 

 

 

 

 

 



冠詞書けますか？ 20160920 

 

こんにちは。昨日、以下に示す本を読んだ哲生です。 

 

｢減点されない英作文｣河村一誠著 Gakken  1200 円＋税 

大事な点が 96 個にまとめてあり、わかりやすいです。 

大学入試に英作文がある受験生にお勧めの 1 冊です。 

 

英作文が苦手な人は多いと思いますが、 

冠詞は特に難しいのではないでしょうか。 

まず、定義を知ることが大事です。 

a や an は不定冠詞です。 

2 つ以上ある中の不特定の 1 つであるときに使います。 

the は定冠詞です。 

聞き手や読み手がそれを特定できるときに使います。 

 

例を考えてみましょう。 

彼が生まれた家 

a house where he was born    ＮＧ！ 

the house where he was born ＯＫ！ 

彼が生まれた家は 1 つしかないので特定できます。 

満月 

a full moon  ＯＫ！ 

the full moon ＮＧ！ 

満月は月 1 回あります。つまり、たくさんあります。 

 

理屈がわかっているつもりでも、 

実際に書けと言われると書けないものです。 

英作文の力を伸ばしたいのであれば、 

英語の先生の添削指導を受けてください。 

 

 

 

 



オノマトペ 20160921 

 

こんにちは。 

オノマトペもカトチャンペも好きな哲生です。 

 

オノマトペって知っていますか？ 

擬音語や擬態語のことです。 

英語って、これが多いんですよ。 

例えば、本日の高 1 英語の授業で紹介したのは、 

moun ⇒ マウン ⇒ もっこりです。 

amount は量、mound は盛り土、mountain は山ですが、 

音から連想しやすいですよね？ 

だから、英語の勉強では音読が大事なんですよ！ 

 

英語の動詞はオノマトペだらけです。 

dig ⇒ ディグ ⇒ ざっくざっくと掘る 

drop ⇒ ドロップ ⇒ ぽたっと落ちる 

flash ⇒ フラッシュ ⇒ ぴかっと光る 

fuss ⇒ ファス ⇒ がやがや騒ぐ 

squeeze ⇒ スクウィーズ ⇒ ぎゅーっと絞る 

splash ⇒ スプラッシュ ⇒ ぱしゃっと飛び散る 

その他たくさんあります。 

 

音の感覚が日本人と若干違うのがおもしろいですね。 

 

最後に、インドのネタを 1 つ。 

犬の鳴き声は、英語では bow-wow ⇒ バウワウですが、 

ヒンディー語では何と言うか知っていますか？ 

正解は、ブーブーです。(笑) 

 

 

 

 

 



terrible 20160922 

 

こんにちは。お腹の出っ張りが terrible な哲生です。 

杉田先生のようにライ〇ップをする気力はないです。 

おじさんのお腹は出ているものです。(開き直り) 

 

某運転免許更新センターの電光案内板で、 

優良運転者 superior driver 受付 8:30～10:30 

高齢運転者 terrible driver 受付 10:00～11:30 

と表示されていたらしく、英語がおかしいので、 

ニュースで取り上げられていました。 

terrible だと｢ひどい｣という意味になってしまいます。 

elderly｢年配の｣とするべきでしょう。 

driver は数えられるので drivers の方が良いでしょう。 

 

しかし、もっとおかしいことがありますよね。 

場合分けができていないじゃないですか！ 

優良で高齢な運転者はどっちなんですか？(笑) 

正しい場合分けをするのであれば、 

優良と非優良(ゴールド免許の有無)や 

高齢と非高齢(70 歳以上か未満か)で分けるべきです。 

哲生が記者ならこっちを重視して記事を書きます。 

 

数学が terrible な高校生諸君へ。 

せめて、場合分けはできるようになってください。 

社会人になったときに、すごく役に立ちますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 



国公立大に現役合格する条件 20160922 

 

こんにちは。高校生指導歴 10 年以上の哲生です。 

 

高等部長町南校では、 

高 1 高 2 のときに以下の条件を全て満たす生徒は、 

かなりの確率で国公立大に現役合格してます。 

①家での勉強は英数が中心。平日 2 時間以上。 

②国理社の勉強はなるべく学校で完結する。 

③塾の授業を欠席しない。定期テスト期間中でも。 

④塾の宿題を必ずやる。先週言われたことを忘れない。 

⑤塾の学力診断テストが英数ともに 50 点以上。 

 

大事なことは、借金を返すという発想です。 

例えば、①の場合、 

平日 5 日間のうち 1 日休んでしまったら、 

土日にその 2 時間分を必ずやることです。 

例えば、⑤の場合、 

40 点だったら、できなかった 60 点分を復習して、 

再テストされたら 100 点取れるようにすることです。 

 

②がうまくいかない人は、映像授業がお勧めですよ。 

ベーシックＭＡＸで予習も復習もばっちりです。 

 

①～⑤は誰にでもできます。 

やればいいんですよ。 

やっているうちに、やるのが当たり前になります。 

 

高 1 高 2 の借金を高 3 で返そうとする人がいますが、 

利子が高すぎて返せない人がほとんどです。 

勉強は計画的に！ 

 

 

 



鰻屋の鰻 20160926 

 

こんにちは。たまには鰻屋の鰻を食べたい哲生です。 

(鰻という漢字を読めますか？ウナギですよ！) 

 

鰻屋の鰻は値段がやや高いですがすごくおししいです。 

ファミレスの鰻は値段が安くそれなりにおししいです。 

 

これをウイングネットの映像授業に例えると、 

学研プライムゼミやＺ会の教室映像 ≒ 鰻屋の鰻 

ベーシックＭＡＸ ≒ ファミレスの鰻 

となるかもしれません。 

 

高 3 になってからあわててベーシックＭＡＸではなく、 

高 1 高 2 のときからベーシックＭＡＸをやっておき、 

高 3 から学研プライムゼミやＺ会の教室映像をやるのが 

本当は望ましいです。アドバンスウイングもあります。 

 

英語数学は集団ライブ授業でがんばって欲しいですが、 

ついてこれない人は映像授業を検討してください。 

国語理科社会はどんどん映像授業を受講してください。 

体験随時受付中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英単語を書いて覚えますか？ 20160927 

 

こんにちは。英単語指導が好きな哲生です。 

 

英単語がわかるということには、 

①見て意味がわかる 

②聞いて意味がわかる 

③発音できる 

④書ける 

以上の４つの要素が含まれます。 

 

覚え方としては、 

見る⇒発音する⇒意味を言う⇒書く 

というのが基本です。 

高校生ならば書かなくてもいいです。 

発音できればスペルが推定できるからです。 

 

例えば、ピークという発音の英単語を書けますか？ 

中学レベルの英単語力があれば、 

weak(弱い)や week(週)などから推定して、 

peak(頂点)や peek(のぞき見する)と書けるはずです。 

technique(技術)から pique(立腹)と推定できたら、 

もうあなたは英語の達人です。 

 

残念なことに、英単語テスト対策などで、 

発音をしないで書いてばかりいる高校生がいます。 

書くなとは言いませんが、発音してください。 

 

 

 

 

 

 

 



理学部か？工学部か？ 20160929 

 

こんにちは。東北大学工学部出身の哲生です。 

 

哲生の大学卒業論文は、 

｢ルーメン微生物を用いたセルロース排水処理｣でした。 

わかりやすく説明すると、 

牛のサイボーグに排水を飲ませて浄化する技術です。 

論文を発表したら教授たちに鼻で笑われ、 

｢100 年後の技術だね。｣と言われてしまいました。 

理学部では褒め言葉ですが、 

工学部では屈辱的な言葉です。 

 

そうなんです。 

すぐ役に立つ研究をしたいなら工学部、 

いつか役に立つ研究をしたいなら理学部、 

と考えればいいんです。 

進路決定をする際の参考にしてください。 

 

ちなみに、東北大学は、哲生が研究した 20 年後に、 

ルーメン微生物を用いた技術で特許を取りました。 

100 年かかりませんでした。さすが東北大！ 

しかし、哲生には 1 円も入らない･･･。(泣) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



藤井システム≒あすなろ学院 20160930 

 

こんにちは。将棋好きの哲生です。 

 

先日、藤井九段が将棋の銀河戦で優勝しました。 

銀河で 1 番強いということです。素晴らしい！ 

藤井九段のオリジナル戦法である藤井システムは、 

将棋を知らない高校生にも是非知ってほしいです。 

高校生の勉強はどうあるべきなのかがわかります。 

 

ふつうの四間飛車は守りが主体です。 

(ふつうの高校生の勉強は学校の宿題が主体です。) 

居飛車が急戦を仕掛けてくれば、なんとかなります。 

(定期試験のときは、なんとかなります。) 

四間飛車側の美濃囲いが固いからです。 

(習ったばかりのことを暗記すればいいからです。) 

しかし、持久戦になると、苦戦します。 

(しかし、全国模試になると、苦戦します。) 

居飛車側の穴熊がもっと固いし、遠いからです。 

(問題がもっと難しいし、出題範囲が広いからです。) 

 

藤井システムは守りより攻めを重視する四間飛車です。 

(あすなろ学院は定期試験より大学入試を重視します。) 

居飛車側が固い穴熊になってしまう前に、序盤から、 

(ついていけなくなる前に、高 1 の春から、) 

守りより攻めの態勢を整え、一気に攻めて勝ちます。 

(暗記ではなく理解を深め、一気に現役合格します。) 

 

藤井システムは先手でも後手でも優秀な戦法です。 

(あすなろ学院にはライブ授業も映像授業もあります。) 

藤井システムで戦いましょう。 

(あすなろ学院で勉強しましょう。) 

 

 



通説≠定説≠真実 20161001 

 

こんにちは。通説では変人と言われている哲生です。 

せめて、個性的な人と言ってほしいです。(苦笑) 

哲生は単に、インドと英語と将棋とアニメと特撮と 

バイオリンとプリンが好きなだけなんですよ！ 

 

通説とは、世間一般に広まっている説のことです。 

通説は間違っていることが多いです。 

週刊誌レベルです。※非難はしていませんよ。 

 

定説とは、現時点で正しいと思われている学説です。 

100 年後に結論が覆る可能性も大いにあります。 

教科書や参考書レベルです。※非難はしていませんよ。 

 

哲生が求めるものは真実だけです。 

ところが、真実はなかなか世間に受け入れられません。 

ピタゴラスの時代に無理数を唱えると死刑でした。 

ガリレオの時代に地動説を唱えると死刑でした。 

 

哲生が真実(と本人は信じていること)を唱えても、 

変人扱いされるだけのことが多いです。 

カレーを食べればほとんどの病気は治る、などです。 

まあ、死刑になるよりはマシですけどね。 

 

哲生が英語の５文型で唱えているＳ≠Ｃは、 

あすなろ学院では定説になっています。 

しかし、日本の英語教育の定説はＳ＝Ｃです。 

100 年経たないとわかってもらえないかもしれません。 

 

これを読んでいる中 3 生の皆さん、 

真実の英語を高等部長町南校で勉強してみませんか？ 

 

 



哲生の数学に関する昔話 20161001 

 

こんにちは。数学は決して得意ではない哲生です。 

哲生の数学に関する昔話をしたいと思います。 

理系の高校生の役に立てばうれしいです。 

 

共通一次試験では、数学は満点でした。 

(共通一次試験とは、昔のセンター試験のことです。) 

ところが、なんと、東北大学二次試験では、 

数学(理系)は 6 問中１問も完答できませんでした。 

部分点のおかげで、なんとか現役合格はしました。 

 

東北大学の数学の授業はさっぱりわからず、 

サークルの先輩から入手した過去問や、 

友達のノートのコピーなどを使って勉強し、 

なんとか留年することなく卒業できました。 

 

水道コンサルタントの会社に就職しました。 

会社にはマニュアルがあり、パソコンがあり、 

誰でも高度な計算をすることができます。 

しかし、計算したら答が出るのかというと、 

必ず出るとは限らないのが現実の世界です。 

釜房湖の冬のカビ臭原因を考える仕事で、 

ありとあらゆる計算をしても原因がわからず、 

哲生はノイローゼになってしまいました。 

わからないという結論も立派な結論ですが、 

くだらないプライドがそれを許しませんでした。 

 

会社を辞め、インドに行き、元気になり、 

今はあすなろ学院で英語講師をしています。 

理科もちょっと教えています。 


