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東北大前期英語を解いてみた 20170301 

 

こんにちは。今年も東北大の問題を解いた哲生です。 

すごく面白かったです。感想を以下に示します。 

 

第１問 理系長文 ナビゲーションシステムの是非 

昨年並でやや難です。長文量は同じ。記述量は増加。 

ナビの地図：自分の位置が中心 

コペルニクス以前の天動説：地球が中心 

これがわからないと問 4 が解けません。 

現高 3 は、コペルニクスとか天動説とか地動説とかを 

中学の理科や社会ではなく国語で習ったみたいです。 

ちなみに、教科書が変わり、現中 3 は習っていません。 

 

第２問 文系長文 アニメの国際普及 

昨年並でやや難です。長文量は増加。記述量は同じ。 

問 1 は二次対策講座と同じ問題でした。ズバリ的中！ 

セーラームーンの最終回の話が面白いです。(笑) 

月野うさぎちゃんが死ぬんですよね。生き返るけど。 

米国では教育上問題あるので放送できないらしいです。 

 

第３問 対話長文と自由英作文 高校の制服の是非 

昨年並で標準です。長文量は同じ。記述量は減少。 

長文に出てくる Diane の高校では、私服ＯＫどころか、 

アクセサリー着用も髪を染めるのも刺青彫るのもＯＫ！ 

自由すぎて怖いです･･･。 

 

第４問 条件英作文 何のために生きるのか 

昨年並でやや難です。長文量は減少。記述量は増加。 

以下の英訳は、是非知ってほしいですね。 

彼らはがんばれた。→ They were motivated. 

ちなみに、やる気 ≒ モチベーションですよね。 

 

以上です。 



さすが東大 20170302 

 

こんにちは。ブロガー哲生です。 

今年の 1 月と 2 月に書いたブログが冊子になりました。 

以下にリンクを貼っておきます。 

 

ブログ長町南校 その４ ＰＤＦ 

 

ついでに、昨年のブログのリンクも貼っておきます。 

 

ブログ長町南校 その１ ＰＤＦ 

ブログ長町南校 その２ ＰＤＦ 

ブログ長町南校 その３ ＰＤＦ 

 

ところで、今年の東大前期入試問題を見たのですが、 

英語でこんな問題が出題されていました。 

 

あなたがいま試験を受けているキャンパスに関して、 

気づいたことを 1 つ選び、それについて 60～80 語の 

英語で説明しなさい。 

 

これ、試験を受けている教室内の様子と勘違いすると、 

とんでもないことになりますね。 

教室内をきょろきょろ観察してしまったら、 

カンニング行為と見なされるかもしれません。(笑) 

 

駒場キャンパスだろうが本郷キャンパスだろうが、 

古くて立派な建物が多いとか、 

大都会の中なのに静かだとか、 

まあ、そういうことを書けばよいと思われます。 

 

試験を受ける前の観察眼を調べるという良問でした。 

試験会場に着いたときから試験は始まっているのです。 

油断できませんね。さすが東大です。 



ear･year 20170305 

 

こんにちは。てっせっせーのよいよいよいです。 

 

春講で新高 3 生にリスニングを教える予定です。 

リスニングで大事な知識はリエゾンです。 

リエゾンとは、単語間の発音変化のことです。 

例えば、again and again の場合は、 

アゲンアンドアゲンではなく、 

アゲナンダゲンと発音されます。 

 

逆に、単語の発音は詳しくわからなくてもＯＫです。 

例えば、ear はイア、year はュイアと発音されますが、 

どちらもイアに聞こえて区別できなくてもＯＫです。 

話の流れで判断できるからです。 

ゴウアヘッドアイモーリアズと聞こえたとしましょう。 

正しいのは①と②のどっちだと思いますか？ 

① Go ahead. I'm all ears. 

② Go ahead. I'm all years. 

※ Go ahead.：(話を)続けてください。 

※ all 名詞 ≒ very 形容詞 

 

①が正解です。 

超直訳：私はすごく耳的である。 

直訳：耳を傾けている。耳がダンボ状態。 

意訳：聞きたいです。聞かせてください。 

 

②は不正解です。 

超直訳：私はすごく年的である。 

直訳：？？？ 

意訳：？？？ 

 

ear と year の聞き分け練習などは必要ありません。 

そんなヒマがあったら別の勉強をしてください。 



学力診断テスト 20170306 

 

こんにちは。たまにはスマホで写真を撮る哲生です。 

学力診断テストの写真を撮ってみました。 

 

学力診断テストは春夏冬の年３回実施しています。 

英語は 30 分、数学は 45 分で終わるテストですが、 

得点率 75％以上で偏差値 60 以上の大学が、 

得点率 50％以上で偏差値 50 以上の大学が、 

それぞれ受かる見込みがあると判断できます。 

過去の先輩たちのデータから、それがわかります。 

実は、なかなか精度の高いテストなんです。 

 

まだ塾生になっていないそこの高校生のあなた！ 

まず、学力診断テストだけでも受けてみませんか？ 

無料ですよ！簡単な学習アドバイスもしますよ！ 

あ、3 月 18 日からは広い新校舎に引っ越します。 

見学に来ませんか？体験授業はいかがですか？ 

今年の春から塾生になってみませんか？ 

電話待っています。 

 

あすなろ学院高等部長町南校 

担当 遠藤哲生（えんどうてっせい） 

電話 022-308-7554 

フリーダイアル 0120-1859-05 



前期中期後期 20170307 

 

こんにちは。大学入試の難題に直面している哲生です。 

 

第二志望の大学を前期で受験して合格し、 

第一志望の大学を中期で受験する生徒がいます。 

第二志望の大学を後期で再受験することはできません。 

中期の合否発表前に前期の入学が締め切られます。 

つまり、中期の合否を自分で判断する必要があります。 

合格最低点の見極めと自己採点の精度が求められます。 

 

考えられるのは以下の４パターンです。 

①中期合格と判断→前期を蹴る→中期合格！やったぜ！ 

自己採点がすごく良ければ、こうなります。 

②中期合格と判断→前期を蹴る→中期不合格で浪人(涙) 

自己採点がちょっと良ければ、この危険性があります。 

③中期不合格と判断→前期で入学→中期合格してた(涙) 

自己採点がちょっと悪ければ、この危険性があります。 

※ 中期の合否は通知されないので、想像になります。 

④中期不合格と判断→前期で入学→やっぱり中期不合格 

自己採点がすごく悪ければ、こうなります。 

※ 中期の合否は通知されないので、想像になります。 

 

中期試験の自己採点結果が良かったときに、 

②を怖れずに①を目指す勇気があるかどうか。 

難しい･･･難しすぎる･･･ 

 

皆さんだったらどうしますか？ 

 

 

 

 

 

 



長い文を理解し短い文で表現する 20170308 

 

こんにちは。短い文が好きな哲生です。 

このブログも１行 25 字以内にしています。 

 

大学入試では長い英文を和訳することがあります。 

東北大 2017 前期試験では 52 語の英文が使われました。 

長い英文ですが、それを長い和文に訳すのかというと、 

そうではないのですよ！長いとわかりにくいのです。 

1 つの英文を 2 つや 3 つの和文に訳してもよいのです。 

 

大学入試では長い和文を英訳することがあります。 

東北大 2017 前期試験では 97 字の和文が使われました。 

長い和文ですが、それを長い英文に訳すのかというと、 

そうではないのですよ！長いとわかりにくいのです。 

1 つの和文を 2 つや 3 つの英文に訳してもよいのです。 

 

コミュニケーションで大事なことは、 

相手の長くてわかりにくい話を理解し、 

自分はなるべく短くてわかりやすい話をする、 

ということではないでしょうか。 

 

これって、まさに塾講師の仕事だなあ。 

共感した方は、あすなろ学院で働きましょう。(笑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公立高校後期入試の英作文を解いてみた 20170309 

 

こんにちは。英作文が大好きな哲生です。 

公立高校後期入試の英作文、簡単でしたね。 

大まかには以下のような問題が出題されました。 

 

外国の方々と一緒に活動できる内容は以下の 4 つ。 

「外国の踊りを楽しもう」 

「外国の絵本を読んでみよう」 

「外国の歌を歌おう」 

「外国のスポーツをしてみよう」 

参加したい活動を 1 つ選び理由を含めて 3 文以上で書け。 

 

１分で書ける合格答案は･･･ 

答え：I want to dance. 

理由：I like dancing. 

展望：I hope to make foreign friends. 

 

他の活動でも同様にかけばＯＫです。 

なるべく同じことを繰り返さないようにしましょう。 

英語の世界では、くどい ≒ 間違い ですからね。 

to dance を dancing に変えてみたり、 

(不定詞より動名詞のほうが生き生きした表現) 

want to を hope to に変えてみたり、 

(want to より hope to のほうが可能性低い表現) 

しましょう。 

I hope to ～を I hope (that) I can～にしてもいいですが、 

I hope to ～のほうが簡潔なのでお勧めです。 

 

Simple is best. 

長々と書いて減点箇所を増やさないようにしましょう。 

 

 

 



Rain 20170310 

 

こんにちは。雨が好きな哲生です。 

特に、インドに住んでいたときは雨が大好きでした。 

涼しくなりますし、空気もきれいになりますし。 

 

哲生は The Beatles の Rain という曲が好きです。 

英語の歌詞は簡単で、中学生でもわかります。 

雨が良い天気か悪い天気かは気分次第であると、 

哲生の大好きな John Lennon が歌っています。 

これを拡大解釈すれば、 

この世には良いことも悪いことも無いということです。 

日本の神道の思想と同じです。 

 

Led Zeppelin の The Rain Song という曲も好きです。 

英語の歌詞は何を言っているのかわかりません。(笑) 

哲生の大好きな Jimmy Page が弾く guitar が美しいです。 

大学生のころ、真似して guitar を弾いたものです。 

 

英語を勉強すると洋楽が楽しめます。 

洋楽を楽しむと英語の勉強になります。 

おお、なんという正のスパイラル！ 

 

G-PAPILS 岩沼中央校ブログにも雨の話題があります。 

こちらも是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新高 1 レギュラー授業が始まります 20170311 

 

新高 1 生の皆さん、こんにちは。哲生です。 

 

3/11 から新高 1 英語レギュラー授業が始まります。 

3/15 から新高 1 数学レギュラー授業も始まります。 

公立高校の合否発表を待たずにスタートします。 

 

公立高校入試は失敗しても大丈夫です。 

私立高校に合格していれば、高校生にはなれます。 

しかし、3 年後の大学入試は失敗できません。 

国公立大学の入試制度は 4 年後に大きく変わります。 

当然、浪人生には圧倒的に不利な条件になります。 

だから、ぜったいに現役で合格するべきなのです。 

 

中 3 のときに哲生や早川の授業を受けていた新高 1 生へ。 

哲生が本領を発揮するのは高校英語です。 

早川が本領を発揮するのは高校数学です。 

もっと難しくてもっと面白い授業をしていきます。 

さらに、映像授業ウイングネットもあります。 

大学受験に必要な科目は全て指導することができます。 

 

これからの 3 年間もあすなろ学院で共にがんばろう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オーケストラ 20170314 

 

こんにちは。ヴァイオリニストの哲生です。 

 

今年の春から仙台市民交響楽団に入団する予定です。 

演奏会が 6 月 18 日(日)にあります。 

場所は東北大学百周年記念会館川内萩ホールです。 

以下の 3 曲を演奏します。 

ワーグナー：楽劇「マイスタージンガー」前奏曲 

チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリエット」 

シューマン：交響曲第１番変ロ長調作品 38「春」 

 

たぶん、高校の前期中間テストが終わったころです。 

是非、見に来てください。 

 

とってつけたように、英語の話もしておきます。 

オーケストラはアクセント問題で頻出です。 

オーにアクセントをつけましょう。 

 

春ですね。 

新しいことを始めるのにいい季節です。 

皆さんは何を始めますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



映像授業ベーシックウィング 20170315 

 

こんにちは。印刷屋さんの哲生です。 

最近、映像授業のテキスト印刷に追われています。 

映像授業ベーシックウイングの申込みが多いのです。 

 

上の写真は、ベーシックウイング数学のテキストです。 

数ⅠＡは 17 冊（映像授業は約 127 時間分） 

数ⅡＢは 9 冊（映像授業は約 137 時間分） 

数Ⅲは 8 冊（映像授業は約 72 時間分） 

センター数ⅠＡは 3 冊（映像授業は約 13 時間分） 

センター数ⅡＢは 2 冊（映像授業は約 12 時間分） 

合計で 39 冊（映像授業は約 361 時間分）もあります。 

1 週間に 1 回、毎回 3 時間やれば 2 年半で終わります。 

文系の場合は数Ⅲが必要ないので 2 年で終わります。 

例題解説や定期試験対策を抜かせば 1 年で終わります。 

これが受講し放題で 12960 円／月ですよ。安すぎる･･･。 

他科目も同様に 12960 円／月です。 

映像授業ベーシックウイングをやるだけでも、 

センター試験で７割以上は取れますし、 

地方国公立大に合格できます。 

センター試験で８割以上取りたいという方や、 

旧帝大に合格したいという方には、 

英語や数学ならライブ授業がありますし、 

難関大向けの映像授業（学研やＺ会）もあります。 

無料体験受付中です。是非、お問い合わせください。 



快適な新校舎 20170321 

 

こんにちは。お久しぶりの哲生です。 

新校舎への引越が終わったので、ブログを再開します。 

 

新校舎は 3 階建です。広くなりました！ 

1 階 受付・小中学生自習室・Ｇパピルス 

2 階 高校生教室・ウイングネット＆高校生自習室 

3 階 小中学生教室 

 

２階の様子を写真に撮ってみました。 

 

↑ 高校英語の教室は赤いじゅうたん。 

 

↑ 高校数学の教室は青いじゅうたん。 

机を縦に積んでいるのは、動画を撮っているからです。 



 

↑ ウイングネット＆高校生自習室は緑のじゅうたん。 

 

 

というわけで、じゅうたんの校舎になりました。 

飲み物をこぼさないでね！ 

Don't spill your drink on the carpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライブ授業ＶＳ映像授業 20170322 

 

こんにちは。ライブ授業が大好きな哲生です。 

 

新高 1 生の授業が始まっています。 

ライブ授業(英語)では、文型を教えているところです。 

映像授業(英語)では、文型はもう終わってしまい、 

時制や助動詞まで勉強を進めている生徒もいます。 

 

映像授業(英語)を受講している新高 1 生の皆さんへ。 

以下の英文を和訳できますか？ 

① He found this book easy. 

② He found this book easily. 

③ He found an easy book. 

 

文型を意識して和訳すると、こうなります。 

① ＳＶＯＣ：ＳはＯを[が]Ｃ状態に[と]Ｖする 

※ 形容詞 easy は右に名詞がないので補語Ｃです。 

彼はこの本が簡単な状態と見つけた。 

→ 彼はこの本が簡単だとわかった。 

② ＳＶＯ：ＳはＯをＶする 

※ 副詞 easily は常に修飾語Ｍです。 

彼はこの本を見つけた。簡単に。 

→ 彼はこの本を簡単に見つけた。 

③ ＳＶＯ：ＳはＯをＶする 

※ 形容詞 easy は右に名詞があるので修飾語Ｍです。 

彼は簡単な本を見つけた。 

 

映像授業(ﾍﾞｰｼｯｸｳｲﾝｸﾞ英語)はわかりやすいですが、 

弱点は理屈が浅いところです。 

理屈を深く知りたいときは、哲生に質問しましょう。 

単なる暗記にならないようにしましょう。 

 

 



手が覚えてくれる 20170323 

 

こんにちは。最近いろいろ忘れっぽい哲生です。 

 

先日の高 3 英語文法の授業で、 

｢あれっ？acustomed だっけ？accustomed だっけ？｣ 

と迷いましたが、手が勝手に accustomed と動きました。 

｢account や accurate と同じで普通は acc で始まるはず！｣ 

と後から頭で考えましたが、手のほうが迅速でした。 

圧倒的な勉強量があれば、手が覚えてくれるのですね。 

 

ヴァイオリンの演奏もそうなんですよ。 

速くて複雑なフィンガリングをするとき、 

頭でドレミを考えているヒマはありません。 

手が勝手に動いてくれるまで練習するしかないんです。 

 

今週末に仙台市民交響楽団の練習があります。 

チャイコのロメオとジュリエットを弾く予定です。 

難しいです。 

全然弾けません。 

練習不足です。 

でも言い訳はできません。 

・・・。 

有給休暇を取ります。 

練習しまくります。 

手が覚えてくれるまで。 

 

 

 

 

 

 

 

 



意外なライバル 20170324 

 

こんにちは。年 1 回は TOEIC を受験したい哲生です。 

練習では 900 点取れるのですが、 

本番では 800～850 点をいったりきたりです。 

原因はマークミスや腹痛など様々です。 

今年こそ本番で 900 点を取りたいと思っています。 

 

長町南校の隣に不動産屋さんがあります。 

裏に停めてある営業車の中を何気なく見たら、 

店員さんの自己紹介が座席に貼ってありました。 

その中に目標という欄があり、 

｢TOEIC で 900 点を取る｣と書いてありました。 

哲生と同じ目標じゃないですか！！！ 

こんな近くにライバルがいるとは驚きです。 

 

勉強意欲が急に沸いて来ました。 

持つべきものはライバルですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あきらめていたけれど 20170329 

 

こんにちは。左手をリハビリしている哲生です。 

 

実は･･･、左手の薬指と小指がくっつきません。 

小学生のころにケガをしたときの後遺症です。 

もうくっつかないとあきらめていました。 

ヴァイオリニストとしてこれはコンプレックスでした。 

30 年以上誤魔化してヴァイオリンを弾いてきました。 

 

しかし、誤魔化すのが嫌になってきました。 

そこで、一念発起してリハビリを始めました。 

リハビリ 10 日目で、力めばくっつくようになりました。 

 

信じられません！うれしくて泣けてきました。 

力まなくてもくっつくまでリハビリを続ける予定です。 

 

皆さんは、何かあきらめていることはありませんか？ 

やればできるかもしれませんよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不思議の勝ちあり 不思議の負けなし 20170330 

 

こんにちは。合否の原因分析をしている哲生です。 

 

今年の高等部長町南校の大学入試合否結果は、 

私立大学は順調でしたが、国公立大学は苦戦しました。 

国公立大合格率は、昨年 75％に対し今年は 50％でした。 

くやしいです。 

 

合格体験記は世の中にたくさんありますが、 

不合格体験記はあまりないですよね。 

でも、不合格の原因こそ現役生が知るべきだと思います。 

例年見られる不合格者の特徴を以下に４つ示します。 

 

①授業欠席が多い 

ライブ授業は、今年から動画撮影しています。 

欠席したら必ず動画を見てください。 

映像授業は、１週間に１回以上来るべきです。 

②宿題をしてこない 

話になりません。忙しいは理由になりませんよ。 

③講習会を申し込まない 

経済的理由もあるでしょうが、なるべくやりましょう。 

④他の予備校や家庭教師と掛け持ちしている 

優秀な生徒がこれで落ちるのを何度も見てきました。 

昔はともかく今は映像授業で全科目の指導ができます。 

 

不合格者には必ず不合格の原因があります。 

①②③④のうち１つでも該当する生徒は赤信号です。 

気をつけましょう。 

逆に言うと、塾でやるべきことをやれば合格します。 

やればいいんですよ。当たり前のことを。 

 

もちろん、楽ではないですよ。 

 



何短調？何長調？ 20170401 

 

こんにちは。ヴァイオリニストの哲生です。 

 

４月１日はヴォーカリストの早川講師の誕生日です。 

Happy birthday! 

というわけで、音楽の話をします。 

 

楽譜を見て何短調や何長調なのか答えられますか？ 

実は、超簡単な判別方法があるんです。 

イロハニホヘトを唱えていくだけなんですよ！ 

 

♯は線 4 本と考え、4 個ずつ唱えます。 

♯ ｲﾛﾊﾆ → その次 → ホ短調 

♯ ﾊﾆﾎﾍ → その次 → ト長調 

♯♯ ｲﾛﾊﾆ ﾎﾍﾄｲ → その次 → ロ短調 

♯♯ ﾊﾆﾎﾍ ﾄｲﾛﾊ → その次 → ニ長調 

♯♯♯ ｲﾛﾊﾆ ﾎﾍﾄｲ ﾛﾊﾆﾎ → その次 → ヘ短調 

♯♯♯ ﾊﾆﾎﾍ ﾄｲﾛﾊ ﾆﾎﾍﾄ → その次 → イ長調 

♯♯♯♯以降も同様です。 

 

♭は線 3 本と考え、3 個ずつ唱えます。 

♭ ｲﾛﾊ → その次 → ニ短調 

♭ ﾊﾆﾎ → その次 → ヘ長調 

♭♭ ｲﾛﾊ ﾆﾎﾍ → その次 → ト短調 

♭♭ ﾊﾆﾎ ﾍﾄｲ → その次 → ロ長調 

♭♭♭ ｲﾛﾊ ﾆﾎﾍ ﾄｲﾛ → その次 → ハ短調 

♭♭♭ ﾊﾆﾎ ﾍﾄｲ ﾛﾊﾆ → その次 → ホ長調 

♭♭♭♭以降も同様です。 

 

これ、本当の話ですからね。 

エイプリルフールじゃないですからね。 

 

 



フォニックス 20170402 

 

こんにちは。哲生(テッセイ)です。 

Tessei と書けば、 

日本人はテッセイと発音してくれますが、 

外国人はテッサイと発音してしまいます。 

Tessai と書けば、 

外国人はテッセイと発音してくれますが、 

日本人はテッサイと発音してしまいます。 

 

外国人は英語のフォニックスを考えます。 

日本人はローマ字を考えます。 

これが、そもそもの混乱の元です。 

 

フォニックスって知っていますか？ 

スペルと発音のおおまかな法則のことです。 

中学生のうちにわかってほしいのですが、 

高校生になってもわかっていない生徒が多いです。 

 

原因は、英語を黙々と勉強しているからです。 

静かに勉強するのが日本人の美徳かもしれませんが、 

少なくとも英語の勉強のときはやめましょう。 

小声でもいいですから音読してください。 

 

例えば、英語の maid はマイドではなくメイドです。 

ai → エイ というフォニックスがあるからです。 

ローマ字感覚から脱却してください。 

丸暗記ではなく、フォニックスを意識しましょう。 

 

もちろん、例外もいろいろあります。 

これはしょうがないです。覚えましょう。 

例えば、said はセイドではなくセドです。 

 

 



毎週火曜は中学生向けのブログにします 20170404 

 

こんにちは。 

火曜にレギュラーで中 3 英語を教える予定の哲生です。 

長町南教室ではなく、大学病院前教室で教えます。 

そのため、毎週火曜は中学生向けのブログにします。 

中学生の閲覧者が増えるといいなあ。 

 

宮城県の公立高校入試の英語は簡単です。 

ここ数年は、がっかりするほど簡単です。 

一方、国公立大学入試の英語は難化します。 

2020 年度の高 3 生から(2017 年度の中 3 生から)、 

４技能(読む・書く・聞く・話す)テストになります。 

そのため、哲生の中 3 英語は大学入試を意識します。 

 

というわけで、スピーキングもチェックしますよ！ 

例えば、tunnel をトンネルと発音しないでください。 

タヌルと発音しましょう。 

長町南校の高 3 でも知らない生徒がいました。(苦笑) 

 

アメリカ人のような発音をする必要はありません。 

アメリカなまりになりたいですか？(笑) 

国際的に通じる発音であればいいんです。 

日本なまりがあってもＯＫです！むしろあるべき。(笑) 

例えば、安倍総理大臣の英語は下手ですが、通じます。 

是非、スピーチを聞いてみてください。 

 

そもそも、発音よりアクセントが大切です。 

ふだんからアクセントを意識して英語を話しましょう。 

 

 

 

 

 



英文→単語→品詞→文型→和訳 20170405 

 

こんにちは。英文和訳の指導が好きな哲生です。 

英文 → 単語 → 和訳 はダメですよ！ 

英文 → 単語 → 品詞 → 文型 → 和訳 としましょう！ 

 

以下に示す英文を和訳できますか？ 

Apples last long. 

 

誤答：リンゴは最後に長い(状態である)。 

 

全く意味がわかりません。(笑) 

last を副詞の M と勘違いしています。 

long を形容詞のＣと勘違いしています。 

だから、第 2 文型(ＳＶＣ)と勘違いしています。 

そもそも、動詞はどれですか？ 

be 動詞がないのに｢ある｣と訳してはいけません。 

 

正しい英文解釈は以下のとおりです、 

Apples → 名詞 → S →リンゴは 

last → 動詞 → Ｖ → 続く → 持つ[腐らない] 

long → 副詞 → Ｍ → 長く 

というわけで、第１文型(ＳＶ)です！ 

 

正答：リンゴは長持ちする。 

 

以上の話がよくわからなかった高校生へ。 

長町南校で哲生に質問してください。 

 

 

 

 

 

 



英語に国語の文法を持ち込むな 20170406 

 

こんにちは。日本語が苦手な哲生です 

Japanese is difficult. 日本語は難しい。 

 

以下のように解釈してはいけません。 

Japanese → 日本語 

is → は 

difficult → 難しい 

国語の文法は英語に適用できません。 

｢は｣のような助詞という概念もありませんし、 

｢難しい｣のような述語という概念もありません。 

 

以下のように解釈しましょう。 

Japanese → 名詞 → Ｓ → 日本語は 

is → 動詞 → Ｖ → ある 

difficult → 形容詞 → Ｃ → 難しい状態で 

日本語は難しい(状態である)。 

 

英語には英語の文法があります。 

国語の文法を持ち込んではいけませんよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



聞こえない音が聞こえる 20170407 

 

ちは。哲生です。 

｢ちは。｣だけで｢こんにちは。｣とわかりますよね。 

｢こんに｣が聞こえなくても脳内変換してくれるのです。 

これを英語でもどんどん増やしましょう。 

 

例えば、以下の英語がわかりますか？ 

チュアネイ      難易度★★★ 

ワッチュアネイ    難易度★★ 

ワッチュアネイム   難易度★ 

 

そうです。正解は、 

What's your name? です。 

 

ちなみに、この言い方は少々失礼です。 

「何？君の名前？」みたいな感じなので。 

 

丁寧に言いたい場合は、間接疑問文が良いです。 

Tell me what your name is. とかです。 

もっと丁寧に言いたい場合は、 

May I have your name, please? とかです。 

まず自分から名乗るのも良いですね。 

I'm 〇〇, and you are ･･･? とかです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学ランキング 20170408 

 

こんにちは。昔トンペー生だった哲生です。 

青葉もゆる～♪このみちのく～♪ 

 

イギリスの教育専門誌ＴＨＥが、 

大学ランキングの日本版を今年 3 月末に発表しました。 

 

教育リソース(学生 1 人あたりの資金や教員数など)38% 

1 位東京医科歯科大 2 位東京大 3 位京都大 4 位東北大 

 

教育満足度(高校教員の評判)26% 

1 位国際教養大 2 位東京大 3 位京都大 4 位東北大 

 

教育成果(企業の人事担当者や研究者の評判)20% 

1 位東京大 2 位京都大 3 位大阪大 4 位東北大 

 

国際性(外国人教員比率や外国人学生比率)16% 

1 位立命館アジア太平洋大 2 位大阪経済法科大 

 

総合ランキング 100% 

1 位東京大 2 位東北大 3 位京都大 4 位名古屋大 

 

ん？なぜ総合で東北大が 2 位？名古屋大が 4 位？ 

どうやら、国際性で差をつけたみたいです。 

ちなみに、会津大が総合で 23 位と高評価でした。 

教員の約 4 割が外国人で、国際性の評価が高いようです。 

 

しかし、国際性ってそんなに重要ですか？ 

教員の 10 割が外国人なら最高の評価になりますか？ 

学生の 10 割が外国人なら最高の評価になりますか？ 

それって、日本の大学と呼べるんですか？(笑) 

 

 



論理的に読もう 20170409 

 

こんにちは。ロンリー哲生です。 

 

中学国語の長文は感覚的に読んでも解けたけど、 

高校国語の長文は論理的に読まないと解けなかった。 

そんな話が 4/6(木)の南仙台教室ブログにありました。 

感覚的と言われる日本語でもそうであれば、 

論理的と言われる英語はなおさらそうですね。 

 

英語の長文を論理的に読むためには、 

3 つの関係と 2 つの表現を考えることが必要です。 

 

3 つの関係： 因果、逆接･譲歩･対比、抽象具体 

2 つの表現 ： プラス、マイナス 

 

細かいことは他にもありますけど、 

基本的にはこれだけでＯＫです。 

超簡単！論理バンザイ！！ 

 

基本を大切に。論理を大切に。 

自己流はダメですよ。感覚だけではダメですよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



運動部？文化部？ 20170410 

 

こんにちは。中学も高校も文化部だった哲生です。 

中学では吹奏楽部でユーフォニアムを吹いていました。 

高校では管弦楽部でヴァイオリンを弾いていました。 

 

学校には、運動部でも文化部でもない部活があります。 

そうです。帰宅部です！ 

｢あなたの部活は運動部ですか？文化部ですか？｣ 

この質問はおかしいです。場合分けができていません。 

 

管弦楽には管楽器でも弦楽器でもない楽器があります。 

そうです。打楽器です！ 

｢あなたの楽器は管楽器ですか？弦楽器ですか？｣ 

この質問はおかしいです。場合分けができていません。 

 

上記の論理はわかっているのですが、 

それでも哲生は授業中に意地悪な質問をします。 

哲生 ：この単語の品詞は形容詞？副詞？ 

生徒１：形容詞だと思います。 

生徒２：副詞だと思います。 

哲生 ：どっちでもないよ！動詞だよ！ 

生徒１：･･･。 

生徒２：･･･。 

 

哲生の授業を受けている生徒たちへ。 

哲生は意地悪な先生です。ごめんなさい。 

I'm sorry I'm such a tease. 

 

 

 

 

 

 



Unit0 っぽい英語 20170411 

 

Hello, everyone. I'm Endo Tessei. 

I'm going to talk about India. 

Look at the map and the table. 

 

 

India is southwest of China. 

It's the world's 7th largest country, 

and its population is 2nd largest. 

There are many places to see in India, 

like Himalayas and Ganges river. 

A lot of people go to India to enjoy its 

beautiful nature. I often go and see it myself. 

Thank you. 

 

 

 

 



ブラ 1 20170413 

 

こんにちは。ブラ 1 大好き哲生です。 

 

Ｇパピルス愛子中央校の菅澤先生や、 

Ｇパピルス岩沼中央校の澤田先生が、 

ブラ 1 の話をブログに書いていたので、 

哲生も書きたいと思います。 

 

ブラって何ですか？ブラック？ブラザー？ 

そういえば、昔、小学英語の授業で、 

Ｋ君が brother を｢ブラジャー｣と発音したことを 

思い出しました。Ｋ君の顔は真っ赤っ赤でした。 

Ｋ君は小学 4 年から高校 3 年まであすなろ生で、 

現役で東京外国語大学に進学しました。 

 

話を元に戻しますと、ブラはブラームスのことです。 

ブラ 1 とは、ブラームス交響曲第 1 番のことです。 

別名でベートーベン交響曲第 10 番とも呼ばれています。 

交響曲の王様であるベト 9 よりすごいという意味です。 

ちなみに、ベト 9 は早川先生がよく歌っています。 

哲生は高 3 のとき、ブラ 1 を部活の演奏会で弾きました。 

第 4 楽章は部員皆で泣きながら演奏しました。 

 

まだ聴いたことがない人は、是非聴いてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



good questions and good mistakes 20170414 

 

こんにちは。子供っぽいとよく言われる哲生です。 

哲生はこれを褒め言葉だと思っています。 

子供っぽい人は、知らないことを知りたがりますし、 

そのためには失敗を怖れず、むしろそれを楽しみます。 

これは英語の勉強で必要不可欠な要素だと思います。 

 

先日、大学病院前教室で中 3 英語を指導しましたが、 

生徒たちは良い意味で子供っぽかったです。 

例えば、こんな対話がありました。 

哲生：large は客観を表し、big は主観を表します。 

例えば、〇ックで飲み物を注文するときに、 

L サイズはあるけどＢサイズはないですよね。 

客観的に何 ml なのかが決まっているからです。 

店員さんの主観で量を決められたら困りますよね。 

Ｋさん：ビッグ〇ックはなぜ主観の名前なのですか？ 

哲生：GOOD QUESTION ! 良い質問です！ 

big は主観だから、すごいという意味もあるんですよ。 

例えば、ビッグ〇ーイというレストランがありますね。 

看板の男の子は、小さいけれどすごいやつなんです。 

 

こんな対話もありました。 

哲生：以下の 2 つはどうやって使い分けますか？ 

He gave me a doll. / He gave a doll to me. 

N さん：me の強調なら左、doll の強調なら右です。 

哲生：GOOD MISTAKE ! 良い間違いです！ 

正解は全く逆です。文末が強調されるのです。 

セリフの最後の方が耳に残るからです。 

 

GOOD QUESTION ! GOOD MISTAKE ! 

哲生はこれを授業中にたくさん叫びたいです。 

 

 



kazasu 20170415 

 

かざーっす。哲生です。 

 

長町南校でもカザスが定着してきました。 

 

来たときにカザス！帰るときもカザス！ 

忘れないでくださいね。 

 

｢かざす｣を英語で言うときは hold を使います。 

(例)カードを画面にかざしてください。 

Please hold (up) the card over the screen. 

画面の上で持っていてください、という感じですね。 

 

なお、以下の英語は紛らわしいので注意しましょう。 

Raise your hand!  → 学校の先生が言う｢手を挙げて！｣ 

※言われたら、片手を挙げましょう。 

Hold up (your hands)!  → 強盗が言う｢手を上げろ！｣ 

※言われたら、両手を上げましょう。 

※Hold up ! と省略して言うのがふつうです。 

※本当の意味は、｢手を上げろ！｣ではなく｢動くな！｣。 

でも言われたら無抵抗の意思表示で両手を上げるべき。 

 

生死を左右する英語は覚えておきましょう。 

 



各高校の 2017 年大学合格実績 20170416 

 

こんにちは。県立福島高校出身の哲生です。 

ふくしまこうこう～♪さかえよながく～♪ 

 

某週刊誌で各高校の大学合格実績が公表されました。 

現役生＋浪人生の数字です。一部を見てみましょう。 

 

仙台一高：東大 02 京大 05 東北大 89 早大 14 慶大 05 

仙台二高：東大 05 京大 04 東北大 94 早大 22 慶大 12 

仙台三高：東大 01 京大 00 東北大 43 早大 03 慶大 01 

宮城一高：東大 00 京大 01 東北大 13 早大 01 慶大 00 

仙台二華：東大 05 京大 03 東北大 25 早大 06 慶大 02 

仙台向山：東大 00 京大 00 東北大 06 早大 01 慶大 01 

仙台南 ：東大 00 京大 00 東北大 04 早大 00 慶大 00 

泉館山 ：東大 00 京大 00 東北大 07 早大 04 慶大 01 

泉   ：東大 00 京大 00 東北大 04 早大 02 慶大 02 

宮城野 ：東大 00 京大 00 東北大 03 早大 00 慶大 00 

仙台青陵：東大 02 京大 00 東北大 14 早大 07 慶大 01 

ウルスラ：東大 00 京大 00 東北大 17 早大 03 慶大 02 

東北学院：東大 00 京大 00 東北大 12 早大 04 慶大 00 

仙台育英：東大 00 京大 00 東北大 06 早大 04 慶大 03 

 

二高は現役生 316 名中 121 名が国公立大に合格しました。 

東北大 94 名合格の内訳は、現役生 52 名浪人生 42 名です。 

優秀な二高生でさえ現役合格は半数しかいないのです。 

国公立大学受験倍率は前期で約 3 倍(現役生約 4 倍)です。 

どれだけ難しいのか、わかりますよね？ 

 

大学受験勉強は高 1 の 4 月から始まっています。 

センター試験まであと 1000 日しかありません。 

乗り遅れないようにしましょう。 

 

 



受動態の目的 20170418 

 

こんにちは。人生の目的は解脱と考える哲生です。 

解脱(げだつ)ですよ！解説(かいせつ)じゃないよ！ 

 

今、中 3 生は英語で受動態を習っています。 

受動態の目的はなんでしょうか？ 

目的もわからずルールだけ覚えるのはやめましょう。 

 

1 つ目の目的は、自動詞を作るためです。 

他動詞を受動態にすると自動詞になるのです。 

日本語は自動詞が多い言語ですが、 

英語は自動詞が少ない言語です。 

例えば、日本語には驚くという自動詞がありますが、 

英語には驚くという自動詞はなく、※marvel は例外 

驚かせるという他動詞を受動態にして驚くになります。 

驚かせられる ≒ 驚く ということです。 

そもそも、自発的に驚くことは不可能です。 

できるという人は、精神病院に行くべきです。(笑) 

外部要因に驚かせられるから驚くのです。 

日本語より英語の発想のほうが理にかなっています。 

 

2 つ目の目的は、文末強調です。 

例えば、以下の 2 文を見てください。 

He surprised her. / She was surprised by him. 

事実は同じですが、強調したいことが違います。 

左文は彼女を強調し、右文は彼を強調します。 

書き換えなさいという問題がテストに出ますが、 

本当は書き換えられません。(笑) 

 

だいたい同じだな → 受験英語 

暗記しているだけです。テストで点が取れるだけです。 

何が違うのかな → 実際の英語 

論理的思考が養われます。英語以外にも役立ちます。 



問題集を使った勉強方法 20170420 

 

こんにちは。インダストリアスな哲生です。(ウソ) 

今回は、問題集を使った勉強方法について話をします。 

 

例えば、以下の問題を解いたとします。 

The Japanese are an (        ) people. 

①industrious ②industrial 

レベル 1 

①を選び答え合わせをして当たったことに喜ぶ。 

または②を選び答え合わせをして外れたことに悲しむ。 

レベル 2 

解説を読み、理解する。 

industrious：勤勉な industrial：産業の 

レベル 3 

定着するための工夫や努力をする。 

語尾が ous→私たち→私たち勤勉 

語尾が al→アルコール→アルコール産業 

レベル 4 

問題に直接関係ないところも勉強する。 

the Japanese ＝ Japanese people 

※ the 形容詞 ＝ 形容詞 people 

people ≠ a people 

※ people：人々 ≠ a people：国民、民族 

 

レベル 1 やレベル 2 で終わっていませんか？ 

レベル 3 やレベル 4 は塾に頼るだけですか？ 

最初はそれでもいいですが、 

いずれは自分でできるようになりましょう。 

 

無料体験受付中！ 

高等部長町南校 tel 308-7554 

 

 



インド式の覚え方 20170421 

 

こんにちは。インドを愛する哲生です。 

今年のＧＷにインドに行くかどうか悩みましたが断念。 

ヴァイオリンの練習を優先します。来年こそインドだ！ 

 

インドで日本語の先生をしていたとき、 

インド人の言語学習の上手さにすごく感心しました。 

例えば、インド人に太陽という言葉を教えたとします。 

すると、インド人はすぐそれを使って話し始めます。 

｢先生、太陽の神様はスーリヤです。｣ 

｢先生、太陽は赤ですか？黄色ですか？｣ 

｢先生、今日は太陽が強いですね。｣ 

最後のセリフは日本語になっていませんが、 

そんな細かいことを気にしないのがインド流！ 

習った言葉はすぐ使ってみます。 

通じればうれしいし、間違っても楽しいです。 

その経験が記憶に残り、忘れにくくなるのです。 

 

日本人もこのように英語を勉強してみましょう。 

例えば、industrious という英単語を覚えたら、 

その単語を使って友人に話しかけましょう。 

｢俺は最近 industrious だぜ。｣ 

｢お前は最近 industrious じゃないな。｣ 

｢もっと industrious になれよ。｣ 

すぐ覚えるし、忘れなくなりますよ！ 

 

ただし、使いすぎに注意しましょう。 

友人に嫌われない程度にお願いします。 

 

 

 

 

 



第一志望大学を決めよう 20170422 

 

こんにちは。第一志望は東北大工学部だった哲生です。 

第一志望大学に現役で合格できた理由の 1 つは、 

第一志望大学を早期に決めていたことだと思います。 

実は、小学 1 年生のときに決めていました。(笑) 

 

大学に行く予定の高校 1 年生へ。 

第一志望をそろそろ決めましょう。 

決まると勉強にやる気が出てきますよ。 

もちろん、後で変更してもいいんです。 

仮決めでいいので決めてしまいましょう。 

やりたい仕事が特にないので学部が決まらないなら、 

せめて文系・理系を決めてしまいましょう。 

文系なら経済学部、理系なら工学部がお勧めです。 

大学がいろいろあり、就職先もいろいろあるからです。 

大学は難易度を考えて選んでください。 

蛍雪時代増刊号のデータを参考にしましょう。 

 

大学に行く予定の高校 2 年生へ。 

第一志望が本当にそれでいいのか考えましょう。 

いい意味でいろいろ悩んでください。 

人と話しましょう。本を読みましょう。 

 

大学に行く予定の高校 3 年生へ。 

第一志望を学科まで決めておきましょう。 

まだ第一志望が決まっていない人は黄信号です。 

ゴールデンウィークが終わるまでに決めてください。 

それでも決まらなかったら、赤信号です。 

 

相談したい人はいつでもどうぞ。 

洗脳しない程度にアドバイスします。 

 

 



第一志望大学を決めよう part2 20170423 

 

こんにちは。休日はヴァイオリンを弾く哲生です。 

仙台市民交響楽団の演奏会が 6 月 18 日(日)にあり、 

それに向けて猛特訓中です。 

 

さて、前回の続きです。 

 

蛍雪時代で国公立大の難易度を調べると、 

センター試験の得点率しかわかりません。 

センター模試を受けたことがない高校生は、 

得点率を見ても難易度がピンとこないでしょう。 

ヒントは、センター試験の平均得点率です。 

平均得点率 65％≒偏差値 50 と考えられます。 

また、哲生の主観では、80％≒偏差値 60 くらいです。 

東北大学の経済学部や工学部がこれくらいです。 

これを目安にしてください。 

 

ここで気をつけてほしいのは、 

中学生のみやぎ模試の偏差値とは全然違うことです。 

哲生の主観を以下に示します。 

 

みやぎ模試の偏差値 57 ≒ 高 1 高 2 全国模試の偏差値 50 

※高校生の上位層が全国模試を受けるのです。 

高 1 高 2 全国模試の偏差値 50 ≒ 高 3 全国模試の偏差値 47 

※浪人生も受験するのです。 

つまり、みやぎ模試の偏差値と 10 程度の差があります。 

かなり大雑把な言い方ですけどね。 

 

参考になりましたか？ 

 

 

 

 



日本語を正しく書こう 20170424 

 

こんにちは。英文和訳指導にうるさい哲生です。 

 

以下の英文を和訳できますか？ 

When I said I would go there, he was surprised. 

 

①私がそこに行くと、言うと彼は驚いた。 

全然ダメです。When I went there と勘違いします。 

 

②私がそこに行くと言うと、彼は驚いた。 

おしいです。｢行くと言うと｣がわかりづらいです。 

 

③｢私がそこに行く。｣と言うと、彼は驚いた。 

これで十分です。直接話法にするとわかりやすいです。 

 

④｢私がそこに行く。｣と私が言うと、彼は驚いた。 

｢私が｣を２回使うと、丁寧ですがくどいです。 

 

哲生は英語の先生なので、国語の指導は苦手ですが、 

生徒が①レベルの場合は、指導せざるをえません。 

日本語を正しく書こう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deepa 20170425 

 

こんにちは。Baker 先生より Deepa 推しの哲生です。 

中学英語教科書 New Horizon の登場人物のことです。 

Deepa は中 3 教科書では p72 と p74 しか出てきません。 

実にけしからん！というわけで、Deepa の話をします。 

 

deepa はサンスクリット語で光という意味です。 

具体的にはこれです。↓ 

 

まあ、つまり、インドのろうそくです。 

哲生はこの光を見るのが大好きです。 

見ているだけで解脱しそうになります。(笑) 

 

哲生がインドで日本語の先生をしていたときに、 

Deepa という名前の生徒がいました。 

彼女はカバディの選手でした。カバディとは↓ 

 

まあ、つまり、インドの鬼ごっこです。 

2020 年の東京オリンピックでも行なわれる予定です。 

ごめんなさい。ウソです。(笑) 

 



しゃっくり 20170428 

 

こんにちは。最近しゃっくりしていない哲生です。 

こどもの頃は、3 日に 1 回はしていたのになあ。 

 

先日の授業中の出来事です。 

Y 君のしゃっくりが止まりませんでした。 

Ｒ君がしゃっくりの止め方を教えてくれました。 

｢ゲンコツを頭に乗せて『ミカン』と叫ぶだけです。｣ 

Ｙ君にやらせてみたら、すぐ止まってしまいました。 

すごーい！原理が全くわかりませんが、効きました。 

 

Y 君は、人の意見を素直に聞き、すぐ実行しました。 

その結果、問題をすぐに解決することができました。 

これは、成績が伸びる生徒の特徴でもあります。 

成績が伸びない生徒は自問自答してください。 

 

ついでに、英語の話も少々しておきましょう。 

しゃっくりが出る：get an attack of hiccups 

※直訳：しゃっくりの攻撃を受ける 

しゃっくりが止まらない：can't get rid of my hiccups 

※直訳：私のしゃっくりを取り除けない 

※get rid of を stop にしてもＯＫです。 

 

英語の勉強で大事なことは直訳することです。 

ネイティブ感覚が養われますよ。 


