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なぜ英語の勉強をするのか 20160520 

 

こんにちは。インドが大好きな哲生です。 

 

皆さん、なぜ英語の勉強をするのですか？ 

受験のため？仕事のため？旅行のため？ 

 

哲生は昔、インドで日本語の先生をしていました。 

ある生徒に「なぜ日本語の勉強をするのですか？」と尋ねたら、 

「やさしい気持ちになれるからです。」と答えられ、びっくりしたことがあります。 

実利的な答しか想定できなかった自分が恥ずかしくなりました。 

日本語の良いところをインド人に教えてもらった、良い思い出です。 

 

英語を勉強しても、やさしい気持ちにはなれないと思いますが、 

論理的な思考は身に付くと思います。 

 

高等部長町南校では、論理的に理解する英語を指導しています。 

授業を無料体験することができます。 

是非、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英単語を覚えるには 20160526 

 

ナマステー。ヒンディー語も話せる哲生です。 

 

皆さん、英単語って、どうやって覚えていますか？ 

教科書(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語)の文を読んで覚えたり、 

単語本の単語や例文を読んで覚えたり、ですよね？ 

それは正しいのですが、しかし・・・ 

 

大事なことは、音読することです。 

「見る」だけなら１感覚しか使えていませんが、 

音読すれば「話す」「聞く」が加わり３感覚も使えるからです。 

これに「書く」が加われば最強ですが、個人的にはやっていません。 

単語を何回も書いて静かに勉強している人がいますが、それではダメです。 

せめて、ぼそぼそとつぶやくだけでもいいですから、口を使いましょう。 

 

覚えたら、実際の会話で使ってみましょう。 

例えば、achieve(アチーブ、達成する)という単語を覚えたら、 

友達に向かって、「オレ、英語のテストで満点をアチーブしたぜ！」 

などと叫んでみましょう。 

おかしな人間だと思われるでしょうが、気にしてはいけません。 

 

学んだら実際の会話で使ってみる、ということを、インド人はよくやっています。 

だからインド人は語学の達人になれるのです。 

ふつうのインド人でも、４ヶ国語くらいは話せます。 

 

音読するには発音記号が読めないといけません。 

発音記号なんて、中１のときに習っているはずなのに、 

高３になっても読めない人がいて驚くことがあります。 

 

実は私、読めないんです・・・というそこのあなた！ 

高等部長町南校に来たら教えてあげますよ。 

 

 



相棒 20160526 

 

こんにちは。長町南校で英語を担当している遠藤哲生（えんどうてっせい）です。 

 

皆さんには相棒と呼べる人がいますか。哲生にはいます。 

長町南校で数学を担当している早川崇（はやかわたかし）講師です。 

10 年以上一緒に、長町南校で高校生を指導しています。 

 

哲生と早川講師は真逆なところがたくさんあります。 

哲生は理系ですが英語を指導し、早川講師は文系ですが数学を指導しています。 

哲生の授業はせっかちですが、早川講師の授業は生徒に合わせてゆっくりです。 

哲生はバイオリンと将棋が趣味ですが、早川講師は合唱と囲碁が趣味です。 

哲生はインドに詳しいですが、早川講師は中国に詳しいです。 

哲生は恐い先生（？）ですが、早川講師は優しい先生です。 

 

良い相棒とは、自分にはない才能や性格を持っている人のことだと思います。 

哲生は良い相棒に恵まれたと思います。いつもありがとう、早川さん！ 

 

数学が苦手とぼやいている高校生の皆さん、 

わかるまで丁寧に教える早川の数学を受講してみませんか？ 

無料体験できますよ。お電話お待ちしています。 

 

高等部長町南校 tel：022-308-7554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生徒の面白い答え その１ 20160527 

 

こんにちは。さっき授業を終えたばかりでヘトヘトの哲生です。 

 

集団ライブ授業では、生徒が面白い答えをよく言います。 

ブログでなるべく紹介していきたいと思います。 

今回は、さっきの授業からの引用です。 

 

哲生「homework が数えられない理由は？」 

生徒「たくさんあるからです。」 

哲生「お前の宿題は何万個もあるのかよ！」 

 

rice や hair のように、何千何万というレベルになれば数えられませんが、 

homework は、多くても 10 個や 20 個のレベルではないでしょうか。 

homework が数えられない理由は、概念だからです。 

money が数えられない理由と同じです。 

 

高校生なら、furniture（家具）、baggage（荷物）、news（お知らせ）、 

information（情報）、advice（助言）等は数えられないことを知っておきましょうね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



chicken 20160529 

 

こんにちは。鶏の唐揚(deep-fried chicken)が大好きな哲生です。 

 

先日、授業で chicken の意味を以下のように説明しました。 

a chicken:(若い)鶏 ※固体なので数えられる 

chicken:鶏肉 ※固体だが材料なので数えられない 

その後、chiken には臆病という名詞や形容詞にもなることを、 

bump of chicken や chicken race の例を上げて説明しましたが、 

よく考えると和製英語ですね･･･。 

 

チキンと、じゃなくて、キチンと説明したいと思います。 

 

bump of chicken とは、ある有名な日本のバンドの名前です。 

日本人には「臆病者の一撃」という意味であると思われていますが、 

ネイティブには「鶏肉のイボ？鳥肌？」と思われているようです。 

chicken は数えられない鶏肉を連想させ、数えられる臆病者は連想させません。 

bump は日本語風に言うと「ボコッ」という音です。数えられます。 

殴る音にもなりますし、イボのようなものを指すこともできます。 

「鳥肌」の正しい英語は goose bumps です。ガチョウの肉のイボイボです。 

「臆病者の一撃」に近い表現として、以下のような英語があります。 

Even a worm will turn. 虫けらでも反撃してくる。 

 

chicken race と言われれば、 

日本人は「車やバイクを使った肝試し」と思いますが、 

ネイティブは「鶏の徒競走」と思います。 

「車やバイクを使った肝試し」の正しい英語は、 

a game of chicken もしくは a chicken game です。 

race ではなく game を使います。 

チキンゲームは、ジェームス・ディーン主演の映画「理由なき反抗」が有名です。 

（良い子の皆さんは、絶対に真似しないでください。） 

チキンゲームは、ゲーム理論でもよく使われます。 

（ゲーム理論はとても面白い数学なので、知らない方は是非調べてみてください。） 

 



TOEIC 20160602 

 

こんにちは。お腹がウィークポイントの哲生です。 

 

先日、ＴＯＥＩＣを受験しました。 

お腹の調子が悪かったのですが、なんとかなるだろうと思っていました。 

しかし、受験者のうちの１人が試験官に向かって悪魔の言葉を発しました。 

「すいませーん。暑いんで、エアコンの設定温度を下げてくださーい。」 

室温がどんどん下がり、哲生のお腹もどんどん下り坂に･･･（泣） 

受験生の皆さん、哲生を反面教師にして、しっかり体調管理しましょうね！ 

 

ＴＯＥＩＣをよく知らない人のために、簡単な説明を以下に示します。 

 

ＴＯＥＩＣとは、Test Of English for International Communication の略称です。 

外国ビジネスを目的とした世界共通テストです。 

受験者のほとんどは韓国人と日本人ですけど･･･（苦笑） 

満点は 990 点です。ちなみに、780 点取るとセンター英語満点扱いとなります。 

外国語大学など、一部の大学・学部に限定されますけどね。 

リスニングが 45 分、リーディングが 75 分、合わせて 120 分のテストです。 

リスニングが 100 問、リーディングが 100 問、合わせて 200 問のテストです。 

ほぼ毎月やっています。費用は 5725 円です。 

ＴＯＥＩＣ Ｓ＆Ｗというスピーキングとライティングのテストもあります。 

こちらの費用は 10260 円と高いのですが、今後、受験者は増えると思います。 

ＴＯＥＩＣはビジネス英語なので、大学受験にはあまり役に立ちません。 

780 点狙いの人は別にして、高校生がやるべきものではありません。 

また、ＴＯＥＩＣはスピード勝負であり、集中力や持続力が必要です。 

若い人が絶対に有利です。大学生のうちに高得点を取っておきましょう。 

もちろん、就職活動の際に有利になります。 

 

哲生はおじさんですが、ＴＯＥＩＣを受験し続けます。 

英語のプロとして、満点を１回くらいは取りたいと思うからです。 

集中力や持続力、栄養ドリンクでなんとかならんかなあ･･･（切実） 

 

 



自己流 20160603 

 

こんにちは。反面教師で有名な哲生です。 

 

哲生は高校 1 年生のときにバイオリンを弾き始めました。 

社会人になってから、ある市民オケのコンマスをすることになりました。 

（オケはオーケストラの略。コンマスはコンサートマスターの略。） 

それまで７年以上自己流で下手なバイオリンを弾いていましたが、 

コンマスになったからにはこのままではまずいと思い、 

プロの先生に指導してもらうことにしました。 

プロに先生に左手の悪い癖を指摘されますが、なかなか直りません。 

（専門的に言うと、指を立てたいのですが、寝てしまうのです。） 

Old habits die hard. 昔からの癖はなかなか直らないものです。 

直すのにどれくらい時間がかかるのかを尋ねたら、先生はこう答えました。 

「今まで間違ってきた年数だけ、直す年数もかかりますよ。」 

ガチョーン･･･（死語） 3 ｹ月後にコンサートなんですけど･･･（泣） 

 

自己流がダメではないのです。個性は必要です。 

基本を身につけた後で自己流のアレンジを加えるのはＯＫです。 

基本を身につけずに自己流で押し通すのが最悪なのです。 

その場合は、自己流でがんばった人よりも、何もしなかった人のほうがマシです。 

 

英語も同じだと思います。 

5 文型を使った直訳が基本なのに、単語の意味だけで自己流に訳す生徒がいます。 

中学英語では通じても、高校英語で通じるわけがありません。 

自己流に染まった高 3 生に 5 文型の指導をしても、なかなか直訳できません。 

何も知らない高 1 生に 5 文型の指導をすると、すぐ直訳できるようになります。 

 

中学生の皆さん、高１の春から指導させてください。 

高校生の皆さん、自己流に気をつけてください。 

 

 

 

 



自動翻訳 20160607 

 

こんにちは。ほんやくこんにゃくが欲しい哲生です。 

 

科学技術が発達し、スマホで自動翻訳できる時代になりました。 

しかし、有料ソフトはともかく、無料ソフトは誤訳をすることが多いです。 

付加疑問文は特に苦手のようです。 

例えば、以下のとおりです。 

 

“I'm right, aren't I?” → 「私は、私は、右されていませんよ？」 

 

うーん、味わい深い誤訳ですなあ。 

正しい翻訳は、「私は正しいですよね。」です。 

ちなみに、amn't を使わない理由は、発音できないからです。 

スコットランド人は発音できるらしいですが･･･。 

 

スマホで自動翻訳できる時代なのに、我々はなぜ英語の勉強をするのでしょうか？ 

哲生は、二つの理由があると思っています。 

一つは、機械に依存し過ぎないようにするためです。 

人間が機械を操るべきであり、人間が機械に操られてはいけないのです。 

もう一つは、言語の深い意味を知るためです。 

言語はコミュニケーションツールであるだけではなく、文化でもあるのです。 

 

英語の勉強を通して、英米の文化を理解しましょう。 

高等部長町南校でお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



音読しよう 20160609 

 

こんにちは。“Tessei”を「テッサイ」と外人に発音されてしまう哲生です。 

ちなみに、“Tessai”や“Tesse”だと「テッセイ」「テッセー」と発音してくれます。 

ローマ字は日本人にはわかりやすいですが、外人にはわかりにくいようです。 

 

先日の、哲生と生徒との会話です。 

 

生徒：先生、この単語の意味は何ですか？ 

哲生：カップル。 

生徒：あっ･･･(1 対、1 組かー)。 

 

さらにもう 1 つ。 

 

生徒：先生、この単語の意味は何ですか？ 

哲生：ダイナソー。ディノサウルス。 

生徒：あっ･･･(恐竜かー)。 

 

哲生は単語を発音しただけです。生徒はそれで意味までわかりました。 

音読しましょう。それだけでいろんなことがわかるものです。 

 

下の文、意味わかりますか？音読すればわかりますよね？ 

 

Fluid care 

Car was to become 

Me zoo note 

 

流体世話 

車はなる予定だった 

私動物園メモ 

 

じゃなくて･･･ 

 

 



 

 

古池や 

蛙飛び込む 

水の音 

 

有名な松尾芭蕉の句ですね。 

「ポチャン」という小さな音しか聞こえない、深い静けさを感じます。 

私の師匠であるインドのラジニーシさんがこの句を大絶賛していました。 

「音が無いことを音で説明している！なんて素晴らしいんだ！！」だそうです。 

 

ちなみに、英訳の一例は以下のとおりです。 

 

An ancient pond 

A frog jumps in 

Plop! 

 

音読にまつわる面白い話をもっと知りたい人は、 

長町南校に来てください。 

お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



good mistakes 20160609 

 

こんにちは。数え切れないほど英語の失敗経験を持つ哲生です。 

 

哲生がインドで日本語の先生をしていたときの話です。 

風邪をひいたので、病院で注射をしてもらいました。 

病院を出たところを生徒の一人に見られてしまいました。 

生徒：先生、どこか具合が悪いのですか？ 

哲生：風邪を引いただけだよ。注射を打ってもらったよ。 

生徒：！！！ 

哲生：？？？ 

 

後で気づきましたが、哲生は以下のように言っていました。 

“I just have a cancer. I had an infecton.” 

つまり、「癌があるだけだよ。伝染病を持っていたんだ。」と言っていました。 

生徒が驚くのも当然ですね･･･（苦笑） 

“I just have a cold. I had an injecton.”と言うべきでした。 

 

英語の勉強には失敗が欠かせません。 

失敗は恥ずかしいことではありません。失敗は面白いことなのです。 

失敗した方が記憶に残ります。どんどん失敗しましょう。 

たくさん失敗すれば、哲生のように英語の先生になれます。（笑） 

 

哲生は、生徒が間違ったときに“Good mistake!”と叫びます。 

哲生の叫びを聞きたい方、高等部長町南校でお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



合格哲生 20160610 

 

こんにちは。髭を触るとご利益があると言われている哲生です。 

 

小松島教室には、ご利益がある「合格パンダ」というものがあるそうですね。 

高等部長町南校にも、ご利益がある（？）「合格哲生」というフィギアがあります。 

これです。↓ 

 

 

 

哲生に似てるでしょ？ 

エンドウテッセイじゃなくて〇〇〇〇ンドウでしょ！と思った方、 

気にしないでください。 

 

これが欲しい方、差し上げます。 

高等部長町南校まで来てください。 

 

 

 

 

 

 



ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語の勉強方法 20160614 

 

こんにちは。実はまじめな哲生です。 

 

前期中間テストの時期ですね。 

高１生は高校に入って初めての定期テストなので、 

いろいろ不安もあるかと思います。 

過去問は是非見ておきましょう。 

問題数が多くてびっくりということもあります。 

解けるだけでなく、解くスピードも大事です。 

 

コミュニケーション英語の定期テストは、満点を目指して欲しいです。 

定期テストのような既読長文の問題を解けない人が、 

大学入試のような未読長文の問題を解けるわけがありません。 

 

哲生お勧めのコミュ英の勉強方法を以下に示します。 

 

①訳がわかった状態で、長文を何回も音読する。 

※各 LESSON 最低 5 回は必要です。 

ちなみに、インド人は暗唱するまで音読します。 

せめて、重要文法入りの文だけでも暗唱しましょう。 

 

②学校のワークを解く。 

※試験範囲のページは、定期テスト１週間前には終わらせましょう。 

重要文法をしっかり理解しましょう。 

 

③定期テスト前日に試験範囲の長文を 1 回音読し、ワークを見て復習する。 

※単語・熟語・構文の最終チェックをしましょう。 

あすなろ学院高等部の英語を受講している生徒は、 

和訳・英訳プリントでチェックしましょう。 

 

①をさぼり、試験前日に②をやっている人、ご愁傷様です。 

定期テストで赤点は免れても、大学入試で合格点は取れませんよ！ 

 



問題集に答えを直接書き込もう 20160614 

 

こんにちは。ルーズリーフが嫌いな哲生です。 

（紛失することが多いからです。） 

 

先日、問題集の答えをノートに書いている生徒を見て、 

「なぜ問題集に答えを直接書き込まないの？」と哲生が質問したら、 

「学校では禁止されているからです。」とその生徒は答えました。 

答えをノートに書くことで、問題を 2 回以上解くことができます。 

しかし、理想と現実は違います。生徒は１回しか解きません。 

だったら、最初から問題集に答えを書けば良いと思うのですが・・・。(笑) 

 

問題集に答えを直接書き込む利点は、効率的な復習ができることです。 

問題集に〇×や大事なポイントを赤ペンで書き込むことにより、 

問題集を見るだけで復習できます。 

 

上記の話は、全ての学年・科目・問題集に当てはまるわけではありませんが、 

当てはまる場合が多いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英単語マラソン 20160617 

 

こんにちは。マラソンよりアニソンが好きな哲生です。 

 

6/16(木)に、多くの教室で中学生の勉強会が行われました。 

長町南教室では「5 時間集中勉強会」が 13:00～18:00 に行われました。 

高等部長町南校の高校生も数名、これに負けじと自習していました。 

 

長時間の勉強会と言えば、伝説のイベントを思い出します。 

高等部八幡町校で 2009 年某日に行われた「英単語マラソン」です。 

2000 単語を 12 時間かけて覚えるという、無茶苦茶なイベントです。 

ひたすら音読するのですが、相当疲れます。脱落者も出ました。 

しかし、ほとんどの生徒はそのマラソンを完走しました。 

 

このマラソンは、高等部長町南校では行われませんでしたが、 

家で自分一人でやったという生徒がいました。 

その生徒は今、あすなろ学院の先生です。（卓球が得意） 

 

効果があるかどうかはともかく、 

たまには無茶苦茶な勉強もありだと思います。 

ただし、体調管理にはくれぐれも気をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



読書の夏 20160630 

 

こんにちは。将棋の本をよく読む哲生です。 

 

高 1 高 2 生の皆さん、読書していますか？ 

文系なら月 3 冊、理系でも月 1 冊は読みましょう。 

文字しか書いていないページが 100 ページ以上あれば、 

それを本と認定します。 

ジャンルは何でも構いません。 

ふだん読書していない人は、 

夏休みにまとめて何冊も読んでください。 

 

八幡町校のブログでお勧めの本がいろいろ載っています。 

哲生も真似して、お勧めの本を 3 冊紹介します。 

 

① バガヴァッド・ギーター（神の詩） 

ヒンドゥー教の最高聖典と言われています。 

クリシュナという神様が戦争を肯定しています。 

おかしいのではないかと思った哲生は、 

インド人と論争をするためにインドへ旅立ちました。 

哲生がインドにはまるきっかけとなった本です。 

② チベット死者の書 

死の直前や直後にどんな体験をするのかを、 

修行で臨死体験をしたチベットの高僧が、 

ものすごく詳しく説明しています。 

哲生は、チベット寺でその講義を受けました。 

③ かもめのジョナサン リチャード・バック著 

かもめが悟りを開く話です。ぶっ飛んでいます。 

100 ページないかもしれないくらい、薄い本です。 

英語が得意な人は英語で読んで欲しいです。 

 

ハイロウズの「14 才」を聴くこともお勧めします。 

以上です。 

 



プロの助言＋自分で考える 20160714 

 

久しぶりです。お腹の調子がよくなった哲生です。 

元気になったので、ブログを再開します。 

 

先日、ある薬局の人から、栄養ドリンクは飲むなと言われました。 

後日、主治医に相談すると、飲んでも良いと言われました。 

「薬局の人からは飲むなと言われたのですが」と哲生が言うと、 

「シロウトの話を信じるんじゃない！」と怒られました。 

薬局の人って、シロウトだったのか・・・ 

 

その主治医は、冷たい物や炭酸は飲むなとも言いました。 

そこで哲生は考えました。 

ふつうの栄養ドリンクでは刺激が強すぎる。 

子供でも飲める〇〇ビタＣが良さそうだ。 

それを室温状態にして炭酸を抜いて飲めばいいのではないか。 

 

１日１本それを飲むようにしたら、３日で調子よくなりました。 

哲生は、プロの助言を聞き、さらに自分で考え、問題を解決しました。 

 

これって、勉強でも同じですよね。 

高校の勉強なら、あすなろ学院高等部のプロの助言を聞きましょう。 

さらに自分で考え、自分に合った勉強方法を確立しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



感想戦 20160715 

 

こんにちは。先日の将棋大会では２勝２敗だった哲生です。 

 

八幡町校のブログに将棋大会の写真が載っていたので、 

こちらも負けじと載せておきます。↓ 

 

 

森山ＶＳ哲生 

 

全対局が終わった後、表彰式まで時間があったので、 

森山講師(左)と哲生(右)が将棋を指しています。 

好きこそ物の上手なれ、でしょうか。 

ちなみに、あすなろ学院将棋部はブービー賞でした(苦笑)。 

 

将棋には感想戦というものがあることをご存知でしょうか？ 

勝負が決した後に、対局者同士で勝因や敗因を検討するのです。 

これが、すごく勉強になります。 

 

 

 

 



 

 

英語や数学のテストでも同じことが言えると思います。 

テスト終了後に、できなかったところをできるようにしておく。 

これが、すごく勉強になります。 

通常の勉強の３倍の効果があると言われています。 

（赤い彗星シャアではありません。） 

 

学力診断テストの結果を返された塾生諸君へ。 

テストは終わった後が大事ですよ！ 

同じ問題を二度と間違えないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英語ペラペラになりたいですか？ 20160716 

 

こんにちは。最近、全く英会話をしていない哲生です。 

 

受験英語を勉強しても、英語を話せるようにはなりません。 

だから受験英語はダメなんだと声高に言う人もいます。 

2020 年から大学入試の英語にスピーキングが導入される予定です。 

しかし、日本人全員が英語ペラペラになる必要がありますか？ 

 

例えば、仕事で外国人のお客様と情報をやりとりするときは、 

電話ではなく電子メールが主流です。証拠が残るからです。 

リーディングやライティングには受験英語が役に立ちます。 

 

英会話ではリスニングが大事だと思います。 

受験英語でも、リスニングはそれなりに上達します。 

スピーキングは下手でいいと思います。 

下手なほうが愛嬌があります。 

大事なのは話の内容であり、心だと思います。 

 

発音が下手なことを気にする必要はありません。 

ただし、アクセントをつけて、ゆっくり大きな声で言いましょう。 

安倍総理大臣のアメリカでの演説を是非聞いてみてください。 

下手な発音なのに、アメリカ人が感動して泣いていますよ。 

 

なお、英検の二次面接対策は、哲生にお任せください。 

合格率９０％以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



時給１万円のお仕事です。 20160723 

 

こんにちは。昔、時給 300 円の新聞配達をしていた哲生です。 

 

ある研究機関の発表によると、 

高校生の勉強は時給１万円の仕事と同じ価値があるそうです。 

わかりやすく言えば、 

勉強した分だけ将来の仕事の給料が増えるということです。 

 

夏休みにアルバイトでお金を稼ぐ高校生がいますが、 

時給は千円もいかないと思います。 

塾の夏期講習で勉強する高校生の皆さん、 

君たちはアルバイトの 10 倍儲けているんですよ！ 

もちろん、夏期講習には費用がかかります。 

でも、十分に元は取れます。 

 

夏期講習の費用を払ってくれた親に感謝して、 

将来の自分のためにバリバリ勉強しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



洗脳 20160729 

 

こんにちは。インドに洗脳されて蚊を殺さなくなった哲生です。 

 

良かれと思って人を洗脳することは危険です。 

その人の人生を狂わすかもしれません。 

哲生は塾の先生なので、勉強方法や志望大学について、 

「こうしなさい！」と生徒に指導したくなりますが、 

洗脳になってはいけないと思い、 

「こうするべきだと思うよ！」と言うようにしています。 

しかし、気持ちが熱くなりすぎて断定口調になることもあります。 

冷静になった後にそのことに気づき、反省することもあります。 

must ではなく should で助言したいものです。 

 

自分で自分を洗脳することはありだと思います。 

つまり、自己暗示をかけるのです。 

例えば、嫌いな科目を勉強するときに、 

「楽しい～！」「おもしろ～い！」とつぶやきながら勉強すると、 

なぜか本当に楽しい、おもしろい気持ちになります。 

当然、勉強の効率も上がります。 

 

人の脳は騙されやすいものです。 

プロパガンダの天才といわれたナチスドイツのゲッベルスは、 

「ウソも 100 回言えば真実になる」と言ったそうです。 

 

人を洗脳することはダメだと思いますが、 

自分を洗脳することは超お勧めです。 

Lacking motivation? Brainwash yourself ! 

 

 

 

 

 

 



hot 20160801 

 

こんにちは。暑いですね。 

家にエアコンがない哲生です。 

 

インドには３つの季節があります。 

hot season, hotter season, hottest season です。 

インド人がよく言うジョークです。 

哲生は今までに 10 回以上言われたことがあります。 

言われたら、笑いましょう。日印友好のために！ 

 

哲生は昔、仙台のインド料理店でバイトしていました。 

そのときに遭遇した事件を書きます。 

ロシア人の客が、カレーを温めてくれと言いました。 

店員がインド人シェフにそのことを伝えました。 

再び出されたカレーを食べたロシア人が激怒しました。 

「辛くするなよバカヤロー！！！」 

皆さん、お気づきでしょうか？ 

hot には辛いという意味もあるのです。 

英語の苦手な店員が hot を使って起こした悲劇でした。 

「このカレーを温めてくれ。」を英語で言うと、 

Heat up this curry. もしくは Warm up this curry. です。 

Make this curry hot. と言うと、勘違いされやすいです。 

 

あすなろ学院には、熱い指導をする先生が多いです。 

しかし、「先生は熱いですね。」と言うつもりで、 

You are hot. などと言ってはいけませんよ！ 

とんでもない意味になります。 

辞書で調べてみましょう（笑）。 

 

長町南校では英会話にも役立つ英語を指導しています。 

無料体験いつでも受付中です。 

エアコン効かして待ってます。 

 



表音文字と表意文字 20160802 

 

こんにちは。般若心経を暗唱できる哲生です。 

（自慢したいだけです。好きなわけではありません。） 

 

日本人が唱えているお経って、変だと思いませんか？ 

サンスクリット語やパーリ語で書かれたものを、 

中国人が漢字で音訳し（意訳ではありませんよ！）、 

その漢字を日本人が日本語的な音訳で唱えています。 

つまり、意味も発音も全く違うんですよ（笑）。 

日本人って、変な人たちですねえ。 

 

漢字は表意文字ですが、 

旁（つくり）から音もわかります。 

例えば、陵・凌・稜・綾は全部「りょう」と読めます。 

 

アルファベットは表音文字ですが、 

実は、１つ１つに意味があります。 

study「勉強する」を例にして説明しましょう。 

s:強調 t:立つ u:足りない d:弱い y:別れる 

「すっと立ち、足りない弱い状態に別れをつげる」 

アルファベットの意味からは、そう訳せます。 

英語の心がわかったような気がしませんか？ 

 

上記のようなことを、昔、夏期講習で教えていました。 

チャンスがあれば、またやってみたいです。 

需要があれば、他教室に出張してもいいですよ。 

 

 

 

 

 

 

 



S=C S≠O だから何なの？ 20160803 

 

こんにちは。哲生は英語の先生です。（第２文型） 

 

あすなろ学院高等部長町南校の生徒にとって、 

名詞＋動詞＋副詞  ⇒ ＳＶＭ 

名詞＋動詞＋形容詞 ⇒ ＳＶＣ 

名詞＋自動詞＋名詞 ⇒ ＳＶＣ 

名詞＋他動詞＋名詞 ⇒ ＳＶＯ 

ということは当たり前田のローキックです。（ＵＷＦ） 

当たり前田の敦子ちゃんの方がいいかな？ （ＡＫＢ） 

 

ところが、世の参考書には変な式が書かれています。 

Ｓ=Ｃ Ｓ≠Ｏ 何ですかこれ？ 

 

たぶん、以下のようなことを示しているのでしょう。 

He is Tom. ⇒ 彼=トム ⇒ ＳＶＣ 

He knows Tom. ⇒ 彼≠トム ⇒ ＳＶＯ 

だから何なの？ 

和訳した後で文型を選択しているけど、意味あるの？ 

 

文型を選択する目的は、和訳するためです。 

単語の品詞を考え、品詞から文型を選択し、 

文型からワンパターンの訳にはめるのです。 

He is Tom. ⇒ 名詞＋自動詞＋名詞 ⇒ ＳＶＣ 

ＳはＣ(状態)でＶする。⇒ 彼はトム(状態)である。 

He knows Tom. ⇒ 名詞＋他動詞＋名詞 ⇒ ＳＶＯ 

ＳはＯをＶする。⇒ 彼はトムを知っている。 

 

あすなろ学院高等部長町南校では、 

集団ライブ授業で正しい英語を教えています。 

無料体験いつでも受付中です。 

 

 



308-7554 20160804 

 

こんにちは。電話番号の語呂合わせが好きな哲生です。 

 

タイトルは、高等部長町南校の電話番号です。 

竿は何個ご用？（竿は何本必要ですか？） 

これで 308-7554 と覚えられます。 

 

高等部泉中央校の電話番号は 772-9388 です。 

なっ、なんつーク〇バ〇ー！（下品。） 

なっ、なんつー草幅！（上品だけど意味不明。） 

なっ、夏草！葉っぱ！（シンプルでわかりやすい。） 

 

高等部八幡町校の電話番号は 713-8505 です。 

無い！捌こう！蓮根！（上品だけど意味不明。） 

無い都！怒！（シンプルでわかりやすい。） 

 

高等部岩沼中央校の電話番号は 0223-25-6433 です。 

鬼！兄さん！煮込むよ！散々！（傑作かも。） 

 

お問い合わせはフリーダイヤルで！ 

0120-1859-05 一発合格 Let's go ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



toll 20160805 

 

こんにちは。英単語の語呂合わせも好きな哲生です。 

 

toll という英単語を訳せますか？ 

発音がトウル(通る)だから「通話料・通行料」です。 

昔、これを生徒から教えられて感動しました。 

しかも、その生徒の名前はトオル君でした。（笑） 

 

発音で覚えられる英単語はけっこうあります。 

occur(オコール) ⇒「起こる」･･･そのまんま。 

road(ロウド) ⇒「 道路」･･･逆。 

deny(デナイ) ⇒「 否定する」 ･･･オシャレ。 

 

deny はﾒｶﾞﾌｪﾌﾟｽﾀﾞの１つでしたね。 

ﾒｶﾞﾌｪﾌﾟｽﾀﾞは、Ｏが to～ではなく～ing になる V です。 

mind・enjoy・give up・avoid・finish・escape・ 

postpone=put off・stop・deny・admit 

この頭文字を取ってﾒｶﾞﾌｪﾌﾟｽﾀﾞです。 

実は、ﾒｶﾞﾌｪﾌﾟｽﾀﾞの完全ﾊﾞｰｼﾞｮﾝがあるのですが、 

下品なので、ここには書けません。（笑） 

知りたい人は哲生に直接尋ねましょう。 

 

なぜﾒｶﾞﾌｪﾌﾟｽﾀﾞのＯは to～ではなく～ing なのか？ 

不定詞が「まだしてないこと」だからです。 

動名詞が「もうしていること」だからです。 

丸暗記するのではなく、理屈を考えましょう。 

 

Try to join ? 体験授業を受けようとしていますか？ 

Try joining ! 体験授業を受けてみましょうよ！ 

0120-1859-05(一発合格 Let's go)までお電話ください。 

toll-free number です。※free dial は和製英語。 

 

 



ブラジルで誘拐された？！哲生 20160807 

 

こんにちは。ブラジルで誘拐された？！哲生です。 

 

昔、魚釣りが目的でブラジルに行ったのですが、 

飛行機の中で知り合ったサーファーに誘われて、 

ブラジル初日の昼は、ビーチでサーフィンしました。 

夜になり、ある女性に誘拐されました。 

彼女の家まで連れていかれ、サンバを踊らされました。 

サンバの特訓が続き、1 時間くらい経ったころ、 

サーファーが哲生を助けに来ました。 

「やっぱりここだったな。帰ろう、哲生！」 

しかし、そのサーファーも捕まってしまい、 

さらに１時間くらいサンバを踊らされました。（笑） 

その女性は、地元では有名な「サンバおばさん」で、 

外国人を家に誘いサンバを教えるのが趣味らしいです。 

ウエストが細いです。サンバの効果と思われます。 

ちなみに、市長の秘書らしいです。 

 

ブラジルでオリンピックが始まりました。 

オリンピックは英語で the Olympics です。 

the を付け、頭を大文字で書き、複数の s を付けます。 

受験生の皆さん、ＴＶ観戦はほどほどに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英語をデータ分析してみる 20160807 

 

こんにちは。データ分析が好きな理系の哲生です。 

 

受験英語って、実際に使われているのでしょうか？ 

例えば、｢走り始める｣は、以下の英訳が考えられます。 

start to run / start running / begin to run / begin running 

これらは文法的には全部正しいのですが、 

実際にどのような頻度で使われているのでしょうか？ 

Google Ngram Viewer というウェブサイトがあり、 

世界中の過去の書籍をデータベース化しています。 

そこで調べることができます。なんと、無料です！ 

結果は以下のとおりです。↓ 

 

ちょっと見づらいですね。説明します。 

書籍に出てくる英語としては、 

1992 年までは begin to run が多かったのですが(赤)、 

1993 年からは start running が多くなっています(青)。 

なぜこうなるのか、考察してみましょう。 

start は口語的です。begin は文語的です。 

running は口語的です。to run は文語的です。 

だから、書籍英語は begin to run が多いのでしょう。 

しかし、最近は口語的な文を書くことも多くなり、 

特に、インターネットの影響が大きいこともあり、 

start running が多く使われるようになったのでしょう。 

 

あすなろ学院高等部長町南校の集団ライブ授業では、 

データと理屈を駆使して、よく使う英語を教えます。 

無料体験、いつでも受付中です。 



taboo 20160807 

 

こんにちは。タブーを恐れない哲生です。 

 

英会話にはタブーがあるらしいです。 

例えば、宗教や政治に関する話です。 

しかし、宗教や政治を勉強した人にとっては、 

そんな話こそしたくなりますよね？ 

すればいいんです！ 

ただし、仲良くなった後でしてください。 

そして、仲が悪くなることも覚悟してください。 

 

哲生がインドに行った目的はクリシュナ批判でした。 

しかし、インド人は怒るどころか喜んでくれました。 

インドは精神世界では先進国だなあと思います。 

 

生徒諸君へ。哲生にタブーはありません。 

英語に限らず、何でも質問してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アクセントルール 20160807 

 

こんにちは。Tessei です。（最初にアクセント） 

 

8 月 7 日(日)はセンター模試を受験する生徒が多いです。 

英語のアクセント問題は満点取って欲しいです。 

アクセントルールを知っていれば簡単だからです。 

 

まず、－oo, －oon, －oor, －ee, －een, －eer, 等 

語尾に母音字が 2 個連続している場合は、 

そこにアクセントがつきます。 

覚えやすいですよね。 

もちろん例外もあります。例えば、coffee などです。 

 

他にも、 

１個前の文節にアクセントがくる「愛の法則」 

2 個前の文節にアクセントがくる「妹食えんと法則」 

等があります。 

 

おっと、ここから先は無料では教えられません。 

高等部各校で英語を受講してくれたら、 

アクセントルールのプリントを差し上げます。 

哲生が 10 時間以上かけて作った力作です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



他教室ブログ 20160807 

 

こんにちは。他教室ブログを見るのが好きな哲生です。 

 

高等部泉中央校 

毎日見ています。 

8 月 5 日｢現状維持はゆっくり後退するのと同じ｣ 

この言葉にドキッとしました。 

 

高等部八幡町校 

毎日見ています。 

7 月 30 日｢塾で語呂語呂しませんか｣ 

この言葉に笑ってしまいました。 

 

高等部岩沼中央校 

たまに見ています。 

7 月 21 日「17 番西野」 

背番号もらえて良かったです。涙ものです。 

 

八幡町教室 

最近は毎日見ています。 

8 月 5 日「確率の女賞」など多数の賞 

生徒１人 1 人に賞を与えるなんて、素敵です。 

 

その他の教室も、いろいろ面白くためになります。 

他教室に負けないよう、長町南校もがんばります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



世界で１番有名な日本人は？ 20160808 

 

こんにちは。世界では全くの無名である哲生です。 

（インドのプネー市ではちょっとだけ有名です。） 

 

世界で 1 番有名な日本人は誰でしょうか？ 

オノ・ヨーコ？ 北野武？ 安倍晋三？ 

 

タイム誌が選ぶ、世界で最も影響力のある 100 人に、 

近藤麻理恵さんと村上春樹さんが選ばれています。 

近藤麻理恵さんは、片付け方法のコンサルタントです。 

kondo｢片付けする｣という英単語も生まれました。 

日本人には｢混同｣と聞こえるので変な感じです。（笑） 

村上春樹さんは、｢ノルウェイの森｣で有名な作家です。 

｢ノルウェイの森｣は、Norwegian wood の誤訳です。 

正しい訳は、｢ノルウェイ産の(安い)材木｣です。 

このタイトルでは本は売れなかったでしょう。（笑） 

 

アメリカ人が今の日本人から選ぶと、 

上記のような結果になるのでしょう。 

では、アジアやアフリカの人が昔の日本人から選ぶと、 

誰が 1 番有名でしょうか？ 

 

おそらく、東郷平八郎が一番有名だと思います。 

日露戦争で大日本帝国海軍を率い、 

ロシア海軍を破った人物です。 

 

世界が知っている日本人を、我々日本人が知らない 

ということにならないよう、勉強しましょう。 

 

  

 

 

 



死ぬほど勉強する 20160808 

 

こんにちは。 

高 3 の部活引退後は、1 日 16 時間受験勉強した哲生です。 

睡眠は 1 日 8 時間とりました。 

つまり、起きている間は全て勉強していました。 

ご飯を食べているときも、 

自転車をこいでいるときも、 

トイレに入っているときも、 

お風呂に入っているときも、 

常に勉強していました。 

なぜそんなに勉強できたのかというと、 

受験の後に、｢もっと勉強しておけばよかったなー。｣ 

というダサイ言葉を絶対に言いたくなかったからです。 

 

｢死ぬほど勉強する｣という言葉があります。 

でも、勉強しすぎて死ぬことってあるんでしょうか？ 

昔、適塾という塾がありました。(後の大阪大学です。) 

大村益次郎や福沢諭吉などが、そこで勉強しました。 

そこでは、勉強しすぎて死んだ人もいるそうです。 

でも、そんな人は例外中の例外です。 

ふつうは死にません。安心してください。 

 

受験生の皆さんへ。 

死ぬほど勉強していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３単現のＳ 20160809 

 

こんにちは。日本人Ａ型の哲生です。 

 

日本人Ａ型の特徴は細かいところを気にすることです。 

英作文添削をするときは、２度も３度も見直して、 

３単現のＳの付け忘れなどをチェックします。 

それが生徒のためになると信じています。 

 

ところが、そう考えない英語の先生もいます。 

ある学校の定期テストで、ある優秀な生徒が、 

３単現のＳの付け忘れで９９点になり、 

「くだらねえ！」と捨て台詞を吐いたらしく、 

そのテストを採点した英語の先生が反省し、 

次回のテストからは、意味の通じる英文なら、 

減点しないことにしたらしいです。 

 

それも一理あります。しかし、哲生はこう考えます。 

日本人の素晴らしさの１つは、 

細かいところまで気を配り、 

細かいところまで手を抜かないことだと思います。 

日本人の親切な心や、日本製品の優秀さは、 

そこから来ているのだと思います。 

それを哲生は誇りに思いたいのです。 

 

哲生の結論。 

３単現のＳの付け忘れはマイナス１点です。 

 

 

 

 

 

 

 



What is multiplied by 〇 to make △? 20160811 

 

こんにちは。 

夏の特別講習で中３理科も教えている哲生です。 

 

物理や化学が苦手な生徒は、算数が苦手です。 

「〇を何倍すると△になりますか？」と質問すると、 

答えられない生徒が多く、びっくりします。 

しかし、時間はかかりますが、 

「７を何倍すると５になりますか？」と質問すると、 

「５／７倍です。」と答えてくれます。 

その後で、さっきの質問を繰り返すと、 

「△／〇倍です。」と答えてくれます。 

これだけでも講習をやった甲斐がありました。（笑） 

 

「〇を何倍すると△になりますか？」 

高校生諸君、これを英語で言えますか？ 

センター試験のリスニングで出るかもしれませんよ。 

わからない人へ。表題が答です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



読解速度 20160811 

 

こんにちは。TOEIC の筆記問題を時間内に全部解きたい哲生です。 

 

英語のテストで求められる読解速度は、 

TOEIC で 150 語／分、大学入試(センター)で 100 語／分、高校入試で 80 語／分、 

くらいだと思います。 

 

国語(現代文)のテストで求められる読解速度は、 

大学入試(センター)で 800 字／分 

くらいだと思います。 

 

例えば、 

I love you ⇒ 3 単語 

私はあなたを愛しています ⇒ 12 文字 

数字を比べると、４倍違います。 

日本語を英語の 2 倍速く読めるとすると、 

英語を 100 語／分で読める人は、4×2=8 で、 

日本語を 800 字／分で読めることになります。 

そういう想定でテストを作っているはずです。 

 

英語が速く読めるようになると、日本語も速く読める。 

日本語が速く読めるようになると、英語も速く読める。 

経験上、哲生はそう思います。 

 

読解速度を上げるコツですか？多読です！ 

高 3 になってからでは遅いです。 

高 1 高 2 のうちに多読しましょう。 

理系は月 1 冊以上、文系は月 3 冊以上、 

本を読みましょう。ジャンルは問いません。 

文字だけのページが 100 ページあれば、本と認定します。（笑） 

 

理想を言うと、 

小学生や中学生のうちから、本をたくさん読んで欲しいと思います。 


