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ブログまとめ その 6 
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不規則の中にも規則あり 20170509 

 

こんにちは。休日は不規則な生活をする哲生です。 

でも、休日だけ不規則になるという規則があります。 

不規則の中にも規則はあるのです。 

 

中 3 生は 4 月に受動態を学び 5 月に完了形を学びます。 

つまり、過去分詞を使いこなすことが必要になります。 

規則動詞は ed をつけて過去形や過去分詞になりますが、 

不規則動詞はそうならないので面倒です。 

不規則動詞は中学生でも 70 種類以上は覚えましょう。 

70 種類･･･、途方にくれますよね。でも大丈夫です。 

教科書の進行に合わせて少しずつ覚えていきましょう。 

原形－過去形－過去分詞 の組み合わせで覚えましょう。 

 

似たようなスペルは似たような変化になりやすいです。 

例えば、write-wrote-written を覚えたとしましょう。 

そうすれば、以下の不規則動詞を覚えるのは簡単です。 

ride-rode-ridden ※まったく同じ 

rise-rose-risen ※ほとんど同じ 

give-gave-given ※まあまあ同じ 

 

不規則の中にも規則はあるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東北大学の大学院入試英語を解いてみた 20170510 

 

こんにちは。ＧＷはヴァイオリン漬けだった哲生です。 

弾けば弾くほど上手くなるので楽しいです。 

Practice makes perfect. もっともっと練習します。 

 

仕事なので、大学の入試問題はよく解きますが、 

大学院の入試問題はあまり解いたことがありません。 

先日、ある人から大学院入試の過去問添削を依頼され、 

おもしろそうなので、やってみました。 

理学部だったので、理系の専門用語が多いです。 

しかし、理系の人間には、あまり難しくないです。 

※ 哲生は理系です。東北大工学部出身です。 

むしろ、日本語より英語のほうがわかりやすいです。 

例えば、錯体より complex のほうがわかりやすいです。 

何かがたくさん結合していると想像できるからです。 

※ 哲生は漢字が苦手です。錯の意味がわかりません。 

添削してみて気づいたのですが、文法の難易度は、 

大学院入試と大学入試との間に差はありません。 

 

高校英語の文法に苦戦している塾生へ。 

今勉強している文法は大学院入試でも役に立ちますよ。 

大学生になってからでは塾に通えません。 

今のうちにがんばりましょう。質問しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ブログまとめ 20170511 

 

こんにちは。ブログを始めて約 1 年の哲生です。 

先月までのブログをまとめたものを貼っておきます。 

ヒマなときにご覧ください。 

 

2016 年 5 月 20 日～8 月 11 日 

ブログ長町南校 その１ ＰＤＦ 

 

2016 年 8 月 19 日～10 月 1 日 

ブログ長町南校 その２ ＰＤＦ 

 

2016 年 10 月 3 日～12 月 29 日 

ブログ長町南校 その３ ＰＤＦ 

 

2017 年 1 月 4 日～2 月 28 日 

ブログ長町南校 その４ ＰＤＦ 

 

2017 年 3 月 1 日～4 月 28 日 

ブログ長町南校 その５ ＰＤＦ 

 

 

学研がこのブログを出版する予定です。(ウソ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学研プライムゼミの無料視聴 20170512 

 

こんにちは。無料サービスが大好きな哲生です。 

無料だよ ああすばらしい 感無量 

 

あすなろ学院高等部(泉中央校と長町南校)では、 

3 つの会社の映像授業が見れます。 

大手予備校より充実しているラインナップです。 

１．市進予備校のﾍﾞｰｼｯｸｳｲﾝｸﾞとｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｳｲﾝｸﾞ 

２．Ｚ会の教室映像 

３．学研プライムゼミ 

 

特に、学研プライムゼミは豪華な講師陣でお勧めです。 

 

 

 

そこで、うれしいお知らせです。 

講座初回の 1 講義 90 分をご家庭で無料で視聴できます。 

公式ホームページ(https://gpzemi.gakken.jp/) 

から会員登録(無料)を行なってください。 

 

長町南校の生徒へ。 

学研プライムゼミ講師の著書が 2F の本棚にあります。 

そちらも是非ご一読ください。 



二重否定は強い肯定 20170516 

 

こんにちは。カレーが嫌いなわけがない哲生です。 

つまり、カレーが大好きです。 

二重否定は強い肯定になるわけです。 

 

先日、高 1 の授業で以下の文を和訳させました。 

“There is nothing you can do that can't be done.” 

関係代名詞の２重構造は難しいので無視します。 

そうすれば、中学生でもチャレンジできます。 

例えば、こんな和訳をしがちですよね。 

｢できないものはできない。｣ 

うーん、なんかマイナス表現でいまいちですね。 

｢できないものはない。｣ 

正解です。二重否定で強い肯定になりました。 

There is nothing you can't do.とか 

Impossible is nothing.とかと同じです。 

 

なお、この文は、ジョン・レノンが作った 

All You Need Is Love という曲の 1 節でした。 

愛さえあれば何でもできる、と言いたいようです。 

なんか、アントニオ猪木っぽいですね。(笑) 

 

高等部長町南校の授業を無料体験できます。 

tel 022-308-7554 にお問い合わせください。 

満足しないはずがない！ 

 

 

 

 

 

 

 

 



藤井聡太四段に学ぶ 20170518 

  

こんにちは。将棋で澤田先生に勝ちたい哲生です。 

I would like to beat Mr.Sawada at shogi. 

ちなみに、like を love にすると女性言葉になります。 

 

皆さんは、藤井聡太四段を知っていますか？ 

今、最も注目されているプロの将棋棋士です。 

史上最年少の 14 歳 2 ｹ月でプロデビューし、 

5/18 現在、公式戦は負けなしの 18 連勝中です。 

彼が強い理由はたくさんありますが、 

その中の 1 つに、｢負けず嫌い｣があります。 

英語で言うと、He has always hated to lose. 

将棋に負けると、大泣きするそうです。 

小学生のときの話かと思ったら、 

中学生の今でも変わらないらしいです。 

 

長町南校の生徒の多くにこれが欠けています。 

例えば、学力診断テストの結果が 50 点未満なのに 

なぜ大泣きしないのでしょうか？不思議です。 

泣かなくてもいいですが、くやしいと思ってください。 

できなかった問題は全部できるようにしてください。 

同じ問題が出されたら必ず解けるようにしてください。 

 

次回の学力診断テストは６月下旬を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ブタかばん 20170519 

 

こんにちは。県立福島高校(福高)出身の哲生です。 

♪ふーくしまこーこー ♪さかえよながくー 

 

福高生のトレードマークはブタかばんです。 

ブタのように膨らんだかばんを持ち歩いています。 

中は教科書・資料集・ノート・辞書でいっぱいです。 

かなり重いので、片手で持つのに苦労します。 

30 秒ごとに持つ手を替えて、持ち運びます。 

学校に勉強道具を置いて帰ることは許されています。 

しかし、真の福高生はそんなぬるいことはしません。 

ブタかばんが福高の伝統であり、かっこいいのです。 

 

パンパンのリュックを背負って塾に来る生徒がいます。 

たぶん、リュックの中身の半分はいらないものです。 

プリントとかぐじゃぐじゃに詰め込まれています。 

｢ちゃんと整理しろよ。必要なものだけ入れとけよ。｣ 

と思いますが、気合が感じられ微笑ましくもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



竹が繁殖していた 20170520 

 

こんにちは。シナチクが大好きな哲生です。 

竹を食うという中国人の発想に驚かされます。 

 

先日、ある生徒の英語のノートを覗いてみたら、 

take take take take take take take take ･･･ 

なんと、take が無数に書かれていました。 

竹の繁殖力に驚嘆しました。(笑) 

なんて効率の悪い暗記をしているのでしょう！ 

母音字＋子音字＋e となっているとき、 

ふつう、母音字はアルファベットの発音になります。 

a→エイ i→アイ u→ユー e→イー o→オウ 

だから、テイクと音読できればスペルは書けるのです。 

 

英単語の勉強は、手を動かす前に口を動かしましょう。 

丸暗記をするのではなく、理屈を考えましょう。 

ときどきダジャレも使ってみましょう。 

同義語や対義語といっしょに覚えましょう。 

なるべく例文と共に覚えましょう。 

 

ちなみに、竹を英語で言うと bamboo(バンブー)です。 

イクラちゃんはバブーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



主観では通じない 20170521 

 

こんにちは。営業活動もする哲生です。 

 

学校の先生は部活動があり大変ですが、 

塾の先生は営業活動があり大変なのです。 

近所の学校の校門前でチラシを配ったり、 

近所の家のポストにチラシを入れたりします。 

 

玄関にこんな表示をしている家があります。 

｢有害なチラシはお断りします。｣ 

うーん、塾のチラシは有益なので大丈夫ですね。 

有害なチラシって何でしょうか？ 

くさいチラシ？爆発するチラシ？ 

その家の人が考える有害なものと、 

チラシを入れにきた業者が考える有害なものには、 

一致しないものもあるかと思います。 

だって、有害という表現は主観ですからね。 

 

玄関にこんな表示をしている家もあります。 

｢悪質な訪問販売はお断りします。｣ 

悪質な訪問販売って何でしょうか？ 

くさいものを売ること？爆弾を売ること？ 

その家の人が考える悪質なものと、 

訪問販売にきた業者が考える悪質なものには、 

一致しないものもあるかと思います。 

だって、悪質という表現は主観ですからね。 

 

主観だけで説明すると、 

本人は正しく伝えたつもりでも、 

相手には誤解されていることがあります。 

固有名詞や数値などの客観表現を使いましょう。 

 

 



アマゾン川 20170523 

 

こんにちは。ブラジルに魚釣りをしに行った哲生です。 

飛行機からアマゾンを見下ろすと、 

森林は川岸に少々あるだけで、大半は牧草地でした。 

肉食文化が森林を破壊しています。 

川に魚がたくさんいるから魚を食えばいいのになあ。 

 

アマゾン川の英語表記は the Amazon です。 

the Amazon River でもいいみたいですが、 

あまり見たことがありません。 

川幅が広すぎて、川に見えないからですかね？ 

 

ナイル川やガンジス川の英語表記は 

the Nile や the Ganges とするべきです。 

だって、ナイルやガンジスの意味は川ですよ。 

River をつけたら川川になってしまいます。 

日本語表記もナイルやガンジスとするべきです。 

 

多摩川の英語表記は悩ましいですね。 

① the Tama 短すぎて変ですよね 

② the Tamagawa 哲生はこれがいいと思います 

③ the Tamagawa River 多摩川川？ 

④ the Tama River たまり場？ 

River をつけたほうが外国人にはわかりやすい 

と考え③や④を使う日本人が多いようです。 

日本人って、バカがつくほど親切ですね。 

 

中３英語教科書 Unit2 はアマゾンの話ですね。 

リカルド君！アマゾンの熱帯雨林を救ってくれ！ 

 

 

 

 



spare と save 20170525 

 

こんにちは。セブンのしっとり抹茶が好きな哲生です。 

 

先日の授業で以下のような問題を解説しました。 

“Can you ( ) me a minute to answer my question?” 

( )に入れる動詞 spare は正解 save は不正解 

 

spare の形容詞は spare です。これをヒントにして、 

余分な → 余分な時間を作る → 自分の時間を割く 

｢時間を割いて私の質問に答えてくれませんか。｣ 

自然な訳になりますよね。 

 

save の形容詞は safe です。これをヒントにして、 

安全な → 安全な時間を作る → 相手の時間を確保する 

｢私の質問に私が答える時間を確保してくれませんか。｣ 

不自然な訳になりますよね。 

 

spare と save の意味の違いは難しいと思います。 

辞書を見てもわかりにくいでしょう。 

参考書を見てもわかりにくいでしょう。 

ネットを見てもわかりにくいでしょう。 

哲生の解説でわかりましたか？ 

じっくり自分の頭で考えて、理解してください。 

 

無料体験受付中です。お気軽にお電話ください。 

あすなろ学院高等部長町南校 tel:308-7554 

 

 

 

 

 

 

 



高校英語教科書の改訂 20170527 

 

こんにちは。高校英語教科書を愛読している哲生です。 

 

今年から高１英語の教科書が改訂されています。 

でも、どのように変わったのかを知る人は少ないです。 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰの Crown を例に見てみましょう。 

今年は仙台三高や仙台南高が採用している教科書です。 

旧版の Lesson1 と新版の Lesson2 が Going into Space 

という同じ内容なので、これで比較してみましょう。 

 

新出単語数は、旧版が 37 で新版が 34 でした。 

進出熟語・構文は、旧版が 18 で新版が 15 でした。 

単語数は、旧版が 471 で新版が 522 でした。 

これで改訂の意図がだいたいわかりました。 

易しくするかわりに量を増やしています。 

 

内容がほぼ同じ英文で比較してみましょう。 

旧版：So why do I go into space? 

新版：You may wonder why I go into space. 

こんなふうに量を増やしているのですね。 

 

これは、速読力をつけろというメッセージです。 

センター試験であれば、100 語/分 が目安です。 

TOEIC 試験であれば、150 語/分 が目安です。 

教科書を何度も読んで速読力を鍛えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



なんと中学英語に名詞構文が！ 20170530 

 

こんにちは。中学英語を週１回指導している哲生です。 

火曜日に大学病院前教室で中３英語を指導しています。 

本日の授業内容 Unit３に、なんと名詞構文があります。 

名詞構文って、高校英語でも難易度高いのに･･･。 

というわけで、ブログでも解説したいと思います。 

 

もとの文：動詞(+副詞) 

→look at them (hard) など 

名詞構文：have,make,take,give など+a(+形容詞)+名詞 

→take a (hard) look at them など 

 

もとの動詞を名詞にしているので名詞構文と呼びます。 

名詞構文を使うメリットは、形容詞が使えることです。 

副詞はやや難しく、使いにくいのです。 

例えば、｢熱心な｣は“hard”とすぐわかりますが、 

｢熱心に｣は“hard”なのか“hardly”なのか迷いますよね。 

“hardly”は｢ほとんどない｣という意味なので違います。 

 

名詞構文は以下の順番で作ります。 

①動詞を選ぶ 

状態→have 努力→make 使用→take 提供→give 

迷ったら have！上品な表現は have！ 

②ａをつける ※数えられなくてもつけるんです！ 

make progress, make use of, take advantage of は例外！ 

③必要に応じて形容詞をつける 

④もとの動詞を名詞としてつける 

 

以上、名詞構文の講座でした。 

やっぱり中学生には難しいかな？ 

 

 

 



２大スペシャル企画 20170531 

 

こんにちは。スペシャルという言葉に弱い哲生です。 

 

高等部長町南校では６月にイベントが２つあります。 

チラシを作りました。↓ 

 

 

 

ピンボケしていて読めないですね。(泣) 

自習大会は 6/6(火)10:00～22:00 出入り自由です。 

学テは 6/27(火)～7/2(日)18:30～ or 20:00～ 80 分です。 

 

まあ、いつもやっていることなんですけど、 

スペシャル企画という名前がついただけで、 

なぜかワクワクします。 

 

塾生でなくても無料で参加できます。 

塾生の皆さん、是非お友達を誘って来てください。 

 



アサリとシジミ 20170602 

 

こんにちは。泉中央校ブログを毎日見ている哲生です。 

最近印象深かったのは、アサリとシジミの話です。 

どっちも似ているよね！では勉強になりません。 

違いは何だろう？で勉強が始まります。 

 

まず、自分の頭で考えてみましょう。 

味：アサリはあっさり？シジミはコクがある？ 

食事の時間：アサリは朝？シジミは夕方？ 

生息場所：アサリは浅い所？シジミは深い所？ 

ＧＯＯＤ ＭＩＳＴＡＫＥＳ！ 

哲生は、考えて間違えた生徒を褒めます。 

名前をヒントに考えるなんて、着目点が素晴らしい！ 

でも、アサリは漁りが語源、シジミは縮みが語源です。 

面白い！惜しい！どんどん間違えましょう。 

間違えたほうが理解が深まり、暗記もできます。 

 

逆に、わかりませんと言う生徒には説教します。 

｢早く教えてよー。暗記するからさー。｣ 

このような思考停止人間にはなってほしくないです。 

 

自分の頭で考えた後、自分で調べることも大事です。 

google 先生に訊けば、たいがいのことはわかります。 

生息場所：アサリは海水域。シジミは淡水域や汽水域。 

大きさ：アサリは 4cm 程度。シジミは 3cm 程度。 

形状：アサリは楕円ぽい。シジミは三角形ぽい。 

 

栄養バランスが偏っている受験生へ。 

アサリやシジミの味噌汁を飲みましょう！ 

効能は･･･、自分で調べましょう！ 

 

 

 



英単語を覚えるのが苦手な人へ 20170606 

 

こんにちは。人の名前を覚えるのが苦手な哲生です。 

生徒の名前を覚えるときは、かなり努力します。 

漢字で書けることより口で言えることを優先します。 

授業前に 100 回くらい音読します。 

授業中にその生徒の顔を見て名前を言います。 

これで覚えられます。 

漢字は後でゆっくり覚えます。 

 

以上のことは、英単語を覚えることに似ています。 

スペルを覚えるより発音できることを優先します。 

100 回くらい音読します。 

英会話で実際に使ってみます。(妄想でもＯＫ) 

これで覚えられます。 

スペルは後でゆっくり覚えます。 

 

実は、フォニックスを知っていればスペルは楽勝です。 

フォニックスとは、スペルと発音の法則のことです。 

例えば、メイドと発音できれば、 

スペルは made か maid だとわかります。 

母音字+子音字+ｅ → 母音字はｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄの発音になる 

ai → エイ 

 

中学卒業までに 1500 単語を覚えるのは大変ですが、 

(英検 3 級で必要な語彙数は 1300 語) 

高校卒業までに 3000 単語を覚えるのは簡単です。 

(英検準 2 級で必要な語彙数は 2800 語) 

それを信じてがんばれ、中学生！ 

 

 

 

 

 



doubt 20170608 

 

こんにちは。語法を誤報したくない哲生です。 

 

先日の授業で以下の穴埋め問題について説明しました。 

doubt (   ) S' V' 

whether は入試によく出る 

that は入試にあまり出ない 

しかし、これではいろいろ誤解されると気づきました。 

実際の英語の使用頻度は以下のとおりです。 

doubt ＋ S'V' → よく使われています 

doubt ＋ that S'V' → 使われています 

doubt ＋ whether S'V' → たまに使われています 

というわけで、 

that 節の that はよく省略される 

whether S'V'は正しいけれど使用頻度は低い 

という補足説明が必要でした。 

受験英語と実際の英語はちょっと感覚が違いますね。 

 

doubt の語法で大事なことは、 

doubt と suspect が逆の意味になることです。 

doubt S'V' S'が V'しないと疑う 

suspect S'V' S'が V'すると疑う 

 

では問題です。実際の英語で使用頻度が高い方は？ 

問１ 彼がしていないと疑う 

①doubt he did ②suspect he didn't 

正解は①です。大差です。 

なるべく前のほうで否定するのが英語の哲学です。 

問２ 彼がしたと疑う 

①suspect he did ②doubt he didn't 

正解は①です。僅差です。 

二重否定はよく使われるということです。 

don't doubt も be sure の代わりによく使われます。 



高校生でも日本語初心者 20170610 

 

こんにちは。英語よりも国語を教えたい哲生です。 

英語の勉強には英文和訳が欠かせませんが、 

和訳の意味がわからないと困るのです。 

 

先日の授業で、alone と lonely について和訳しました。 

alone → 一人の  lonely → 孤独な 

生徒たちは、わかっているような顔をしています。 

中学で習う単語なので、高校生には簡単なはずですが、 

ライブ授業なので、口頭で確認していきます。 

 

哲生：alone は主観ですか？客観ですか？ 

生徒：主観です。 

哲生：えっ？一人は数だから客観でしょ？ 

生徒：えっ？一人ぼっちって主観ですよね？ 

哲生：一人≠一人ぼっち！孤独≒一人ぼっち！ 

 

うーん、高校生でもまだまだ日本語初心者ですなあ。 

以下の文を覚えるとよいでしょう。 

I'm alone, but I'm not lonely.  一人だけど孤独じゃない。 

哲生はインド一人旅でこの表現をよく使いました。 

 

alone は補語がＯＫで修飾語がＮＧな形容詞です。 

a がついている形容詞はよくこうなります。 

I'm alone.はＯＫですが、I'm an alone boy.はＮＧです。 

 

alone はアロウンと発音します。アローンはＮＧです。 

母音字＋子音字＋ｅ → 母音字はｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄの発音！ 

 

長町南校では無料体験授業を随時行なっています。 

TEL：022-308-7554（竿は何個ご用？） 

お気軽にお電話ください。 

 



現在完了形の継続用法 20170613 

 

こんにちは。市民オケ演奏会に出演する哲生です。 

6/18(日)開演 14:00 会場は川内萩ホールです。 

演奏曲はﾁｬｲｺのﾛﾒｼﾞｭﾘとかｼｭｰﾏﾝの第 1 とかです。 

中学生も高校生も前期中間テスト期間中ですよね･･･。 

勉強に疲れたとき、気分転換にいかかでしょうか？ 

 

先週、以下のような穴埋め問題を中 3 に解かせました。 

He came here. He is still here. 

≒ He has (        ) here. 

現在完了形ということは全員気づきます。 

過去分詞を入れることも全員気づきます。 

しかし、come と書く生徒が続出しました。 

｢彼はここにずっと来ている。｣ 何コレ？ 

訳せばおかしいとすぐ気づくはずです。 

そもそも、上の文に動詞が 2 つあるのですから、 

came と is のどちらかを過去分詞にする問題です。 

まず、２択であることに気づいてほしいです。 

正解は been です。｢彼はここにずっといる。｣ 

ちなみに、stayed や lived は不正解です。 

与えられた単語を変形してください。 

 

先週、以下のような穴埋め問題を高 1 に解かせました。 

She fell ill. She is still ill. 

≒ She has (        ) ill. 

正解は been です。｢彼女はずっと病気である。｣ 

fallen と間違える生徒はいませんでしたが、 

felt と間違える生徒が続出しました。 

fell は feel の過去形ではなく fall の過去形です。 

二重に間違っているので中 3 よりひどいです。(泣) 

 

前期中間テストでは間違えるなよ！ 

 



【緊急告知】塾で自習しよう！ 20170614 

 

こんにちは。哲生です。緊急告知です。 

中等部長町南教室の生徒は週末に 21 時間自習します。 

高等部長町南校の生徒はどこで何時間自習しますか？ 

２Ｆの自習室だけでなく、２Ｆの英語部屋と数学部屋も 

以下の日時に開放します。是非、ご利用ください。 

 

6/15(木)13:00～20:00 英語部屋ＯＫ 

6/15(木)13:00～22:00 数学部屋ＯＫ 

6/16(金)13:00～17:00 英語部屋ＯＫ 

6/16(金)13:00～17:00 数学部屋ＯＫ 

6/17(土)13:00～22:00 英語部屋ＯＫ 

6/17(土)13:00～14:30 数学部屋ＯＫ 

6/17(土)16:30～18:00 数学部屋ＯＫ 

6/19(月)13:00～16:30 英語部屋ＯＫ 

6/19(月)19:00～22:00 英語部屋ＯＫ 

6/19(月)13:00～22:00 数学部屋ＯＫ 

 

友人も参加可能です。 

切磋琢磨できる友人を連れてこよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オリジナル戦法 20170614 

 

こんにちは。オリジナル戦法を開発した哲生です。 

英語でもヴァイオリンでもなく将棋の話です。 

名付けて｢哲生流四間飛車｣です。 

既存の戦法を独自に組み合わせて作りました。 

四間飛車とツノ銀中飛車を合体させました。 

(将棋がわからない人、ごめんなさい。) 

ネット将棋でこれを使い、勝星を稼いでいます。 

これを観戦したり真似したりする人も増えています。 

 

哲生の本業は英語指導です。 

当然、英語でもオリジナル戦法を開発しています。 

でも、それは｢哲生流英語｣とは名付けません。 

名付けるなら、｢あすなろ学院流英語｣です。 

アイディアは全て塾内で共有してもらっています。 

哲生は有名な講師になろうとは思っていません。 

あすなろ学院が有名になってほしいと思っています。 

 

長町南校では無料体験授業を随時行なっています。 

TEL：022-308-7554（竿は何個ご用？） 

お気軽にお電話ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



りょう君 20170615 

 

こんにちは。りょう君を５名担任している哲生です。 

多いですね。そういえば、長南先生もりょう君です。 

ちなみに、発音は同じでも、漢字は全員違います。 

涼汰君、凌君、諒君、亮介君、遼君、陵君、です。 

 

｢りょう｣という発音をアメリカ人は発音できません。 

ゴルフの石川遼選手は何と呼ばれているのでしょうか？ 

たぶん、｢ヨウ｣とか｢リヨウ｣とか｢リオウ｣とかです。 

 

日本語の発音は簡単というイメージがありますが、 

外国人にとっては難しい発音もあるみたいですね。 

だから、我々日本人が英語を上手に発音できなくても、 

別に気にすることはないのです。お互い様です。 

 

2020 年に東京オリンピックがあります。 

外国人に正しい発音｢とうきょう｣を教えましょう。 

｢トキオウ｣でもいいですけどね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



moon 20170616 

 

こんにちは。演奏会まであと２日の哲生です。 

哲生は視力が弱いです。 

最近、楽譜がはっきり見えないのが悩みです。 

暗譜をするのが理想ですが、現実的に無理です。 

そこで、視力回復トレーニングをしています。 

具体的に言うと、毎晩 10 分間月を眺めています。 

月を眺めた直後は視力が 0.1 以上あがります。 

※哲生の場合 ※個人差あり 

 

テスト勉強をがんばっている中高生諸君へ。 

目が疲れていませんか？ 

月を眺めて休憩することをお勧めします。 

スマホ見て休憩するのは最悪ですよ。 

目がさらに疲れますからね。 

 

英語の話も少々。 

我々が見ている月は the moon です。 

地球の月と特定するために the をつけます。 

a moon だと、どこの惑星の月なのかわかりません。 

満月は a full moon です。 

満月は月１回あるので、特定できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ゲンカン 20170620 

 

こんにちは。本日は中３にゲンカン指導する哲生です。 

玄関でも厳寒でも弦管でもなく現完！現在完了形です。 

 

中学生は現在完了形を習いますが、 

過去完了形や未来完了形は習いません。 

なんか、中途半端ですねえ。 

遠く大学受験まで見据えている中学生なら、 

当然、全部まとめて覚えるべきです。 

 

過去完了形 had Vp.p. 

ずっとＶしていた 

Ｖしたことがあった 

Ｖしてしまっていた 

 

未来完了形 will have Vp.p. 

ずっとＶしているだろう 

Ｖしたことになるだろう 

Ｖしてしまっているだろう 

 

中学生でも、現在完了形がわかっていれば、 

以上に書いたことは予想どおりだと思います。 

 

中学生よ！ 

定期テストだけでなく高校入試を見据えよ！ 

さらに、大学入試まで見据えよ！ 

 

 

 

 

 

 

 



定期テスト後にすべきこと 20170621 

 

こんにちは。高１高２生に物申したい哲生です。 

定期テスト結果に一喜一憂するな！ 

してもいいけど、30 秒で終わらせましょう。 

喜んでも、憂いても、1 ミリも賢くなりません。 

そんなヒマがあったら、勉強しましょう。 

まず、できなかったところをできるようにしましょう。 

高校３年間のテストの問題を全部できるようにすれば、 

大学入試でもなんとかなるものです。※例外もあり 

 

次に、学習プランを修正しましょう。 

テスト前日にワークを解いているようではダメです。 

ワークはテスト１週間前に終わらせましょう。 

テスト前日は確認作業をするだけなのが理想です。 

 

最後に、部活を続けるかどうかを決めましょう。 

勉強が不十分の生徒に部活をやる資格はありません。 

部活より映像授業ベーシックウイングをお勧めします。 

 

以上、ほとんどの高校生への学習アドバイスでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



夏期講習会 20170622 

 

こんにちは。暑い夏の冷やし中華が好きな哲生です。 

 

夏といえば夏期講習会です。 

塾生は原則として全員受講です。 

以下に、申し込みの簡単なアドバイスを書きます。 

 

高１高２(レギュラーライブ講座を受講している生徒) 

ふだん受講しているレギュラーライブ講座の教科は、 

夏期講習会でもその教科のライブ講座を受講しましょう。 

ふだん受講していない教科は、映像講座を受講しましょう。 

 

高１高２(レギュラーライブ講座を受講していない生徒) 

英語のライブ講座を受講しましょう。 

※７・８月のレギュラー映像講座を通常単価にできます。 

 

高３(レギュラーライブ講座を受講している生徒) 

ライブ講座はありません。全て映像講座となります。 

国理社を中心に、センター講座を中心に受講しましょう。 

(後期レギュラーで継続受講することをお勧めします。) 

今現在、センターで８割以上とれる自信のある科目なら、 

二次講座を受講してもよいです。 

 

高３(レギュラーライブ講座を受講していない生徒) 

ベーシックウイング以外の映像講座を受講しましょう。 

※７・８月のレギュラー映像講座を通常単価にできます。 

 

 

 

 

 

 

 



脚気 beriberi 20170623 

 

こんにちは。漢字が苦手な哲生です。 

う〇こドリルでもやってみようかな･･･。 

 

脚気 ← コレ、読めますか？ 

正解は、カッケです。(キャッキでも正解です。) 

江戸時代に参勤交代で江戸に来る大名を悩ませ、 

日清戦争や日露戦争で大陸に渡った日本軍を悩ませた、 

あのカッケです。まず脚が弱り、ほっとけば死にます。 

原因は、ビタミンＢ１不足です。 

白米ばっかり食べていると脚気になるので、 

昔は贅沢病とも言われたようです。 

たまには玄米や麦飯を食べましょう。 

※パンでもインスタントラーメンでもいいです。 

 

先日、家で飼っているインコの脚の調子が悪かったので 

獣医さんに診てもらったら、脚気と診断されました。 

ビタミンＢ１を与えたら、すぐ直りました。 

 

6/27～7/2 の期間で、学力診断テストを実施します。 

それをもとに、後日、学習アドバイスをします。 

脚気で死ぬ(大学入試に失敗する)ことのないように、 

ビタミンＢ１(学習アドバイス)を受け入れましょう。 

 

塾生以外でも学力診断テストを受けることができます。 

022-308-7554(竿は何個ご用？)までお電話ください。 

 

 

 

 

 

 

 



visit it? visit there? 20170627 

 

こんにちは。火曜日は中学英語を指導する哲生です。 

来週火曜日の指導内容を少し書きます。 

 

｢私はそこに行ってみたい。｣を英語で言うと？ 

①“I want to go there.” 自動詞＋副詞なのでＯＫ！ 

②“I want to visit it.” 他動詞＋名詞なのでＯＫ！ 

③“I want to visit there.” 他動詞＋副詞なのでＮＧ！ 

 

英語に詳しいと自称する人がこんなことをいいます。 

｢実際は②より③のほうがよく使われているよ。｣ 

それはウソです。③の表現は実際の英語でもＮＧです。 

100 歩譲りましょう。I want to を抜いて考えてみます。 

visit there は使われることもありますが、 

visit it より使われているという証拠はありません。 

1980 年代に同じ頻度で使われていたことはありますが。 

今は 2017 年であり、visit it がより多く使われています。 

そもそも、圧倒的に go there が多く使われています。 

 

哲生は教科書を信じません。 

詳しいと自称する人も信じません。 

自分も信じません。 

信じるのは、google 先生のみです。 

Google Ngram Viewer というサイトを見ると、 

英語の使用頻度が年代別にすぐわかります。 

なんと無料です！是非ご活用ください。 

 

高等部長町南校の講座も、無料で体験できます。 

022-308-7554 までお気軽にお電話ください。 

 

 

 

 



将棋大会結果報告 20170628 

 

こんにちは。あすなろ学院将棋部部長の哲生です。 

 

6/25(日)の将棋大会(河北オープン団体戦)に出場し、 

12 チーム中 6 位でした。なんとか入賞しました。 

賞品をゲットしました。↓ 

 

個人成績は 4 勝 1 敗でした。次回は全勝を目指します。 

 

森山講師が TOEIC 受験のために欠場したので、 

補欠の早川講師が代役を果たしてくれました。 

早川講師は囲碁プレーヤーなので将棋はど素人ですが、 

なんと 3 勝もする大活躍でした。 

 

5 戦中 2 戦が白石高校将棋部との対戦でした。 

白石高校将棋部Ａには負けましたが、 

白石高校将棋部Ｂには勝ちました。 

彼らと仲良くなったので、 

哲生流四間飛車の極意を教えちゃいました。 

彼らには哲生流四間飛車を使ってほしいです。 

 

白石高校将棋部の皆さん。 

次回の対戦を楽しみにしています。 

岩沼中央教室にも無料体験授業に来てください。 

あすなろ学院将棋部の大将、澤田先生がいますよ！ 



No Jump! 20170629 

 

こんにちは。バンジージャンプしてみたい哲生です。 

バンジーとはＮＺの方言でゴムひものことです。 

大学受験には全く役にたたない知識ですね。 

 

海外でのバンジージャンプの話です。 

係員が“No Jump!”と言ったのに、 

客が“Now Jump!”と聞き間違えて、 

安全器具の調整をする前に飛び降りてしまい、 

客が死亡した事故がありました。 

 

係員は 3 つ間違っていたと思います。 

1 つ目は、紛らわしい英語を使ったことです。 

“Wait!”とか“Stay!”とか言うべきでした。 

2 つ目は、ボディランゲージを使わなかったことです。 

両手で押さえる仕草をするべきでした。 

3 つ目は、ゲートを開けていたことです。 

当然、閉めておくべきでした。 

 

国公立大現役合格を目指す受験生の皆さんへ。 

6 月のセンター模試の結果が悪かった場合は、 

夏にセンター試験対策をしましょう。 

8 月上旬のセンター模試に照準を絞りましょう。 

今、二次対策に jump すると悲惨な結果になりますよ。 

Wait! 

 

 

 

 


