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ゲットスルー 20161003 

 

こんにちは。食後にはゲッ〇するー哲生です。 

 

あすなろ学院高等部の集団ライブ英語授業では、 

ゲットスルー1500 という英単語本を使っています。 

在仙私立大入試なら 500 語、 

センター試験や中堅私立大入試なら 800 語、 

国公立大二次試験や難関私立大入試なら 1500 語、 

たったこれだけ覚えればよいのです。効率的ですね。 

他の単語本なら、少なくとも 2000 語はありますよ。 

 

センター試験が最終目標の場合は、 

高 1 の 12 月 31 日までに 150 語を覚えます。 

高 1 の 3 月 31 日までに 300 語を覚えます。 

高 2 の 12 月 31 日までに 800 語を覚えます。 

高 2 の 1 月から 50 例文を 5 分で読む練習をします。 

センター試験で必要な読解速度が 100 語/分だからです。 

高 3 の 8 月のセンターマーク模試に間に合えばよいです。 

10 月になっても 50 例文を 5 分で読めない高 3 生は、 

今月中にできるようにしましょう。気合の問題です。 

 

ゲットスルーという英語の意味を知っていますか？ 

困難を突破して目的地に達するという意味です。 

いい言葉じゃないですか！ 

 

これを読んでいる、まだ塾生ではない高校生の君！ 

あすなろ学院高等部でゲットスルーしませんか？ 

 

 

 

 

 

 



００７ 20161006 

 

こんにちは。石ノ森章太郎のマンガが好きな哲生です。 

 

００７といえば、スパイのジェームズ・ボンドよりも、 

サイボーグ戦士のグレート・ブリテンを思い出します。 

ところで、００７の読み方って知っていますか？ 

ジェームズ・ボンドの方はダブルオウセブンです。 

つまり、普通の英語の読み方です。 

グレート・ブリテンの方はゼロゼロセブンです。 

つまり、和製英語の読み方です。 

 

和製英語のカタカナの文字数で考えると、 

ダブルオウは５文字です。 

ゼロゼロは４文字です。 

ゼロゼロの方が短くて呼びやすいです。 

 

しかし、普通の英語の音節で考えると、 

ダ・ブル・オウは３音節です。 

ズィー・ロウ・ズィー・ロウは４音節です。 

ダブルオウの方が短くて呼びやすいです。 

 

先週、高３生にリスニングテストをしたところ、 

ダブルオウをＷＯと勘違いしている生徒がいました。 

Ｗはダブルではなくダブリューですよ！ 

Ｗ＝Ｕ＋Ｕ、ダブルユー、つまりダブリューです。 

 

念のために、数学の話もしておきます。 

原点の読み方はゼロではなくオウですよ！ 

origin の頭文字ですからね。 

 

 

 

 



略語 20161008 

 

こんにちは。プロレス好きの哲生です。 

福島高校プロレス同好会の初代会長です。 

チャンピオンベルトも持っています。 

美術部の木島くんに作ってもらいました。 

ただし、木島くんは英語が苦手で、 

World Champion というスペルを、 

Wild Champion と書いてしまいました。 

野生のチャンピオンって･･･。(泣) 

 

小松島教室のブログによると、 

新田先生もプロレスが好きなようですね。 

IWGP ですか？ 

International Wrestling Grand Prix の略です！ 

哲生は初代王者ハルク・ホーガンが好きです。 

真似をしてＴシャツを破ったこともあります。 

 

IWGP はどうでもいいですが、 

英文でよく使う略語をいくつか紹介します。 

AMA ＝ Ask Me Anything 何でも尋ねてくれ 

ASAP ＝ As Soon As Possible できるだけ早く 

BTW ＝ By The Way ところで 

DIY ＝ Do It Yourself 自分でやってくれ 

FAQ ＝ Frequently Asked Questions よくある質問 

FYI ＝ For Your Information ご参考までに 

IMO ＝ In My Opinion 私の意見は 

LOL ＝ Laughing Out Loud 大笑い 

OMG ＝ Oh My God なんてこった 

TIA ＝ Thanks In Advance よろしく 

 

ちなみに、LOL は Lots of Laugh ではありません。 

それは初音ミクのヒット曲です。(笑) 

 



中学生の英作文添削 20161010 

 

こんにちは。右手が痛い哲生です。 

秋講座で中学生の英作文を 150 文添削しました。 

赤ボールペンを１本消費してしまいました。 

 

哲生にとって、中学生の英作文は難しいです。 

使える文法や単語が限られるからです。 

小学生の算数が難しいのに似ています。 

方程式を使わずに未知数を求めるとか･･･。 

 

英作文のお題は、以下のようなものでした。 

｢自分の街をお年寄りが住み易くするために 

あなたはどんなことをしたいですか？｣ 

 

ダメ答案その１ 

｢お年寄りが住みやすい街にしたいです。｣ 

だから、そのために何がしたいんだよー。(笑) 

ダメ答案その２ 

｢ボランティア活動をしたいです。｣ 

どんな活動なのか具体的に書いてくれよー。(笑) 

ダメ答案その３ 

｢街を掃除します。｣ 

お年寄りと何の関係があるんだよー。(笑) 

ダメ答案その４ 

｢お年寄りに席を譲ります。｣ 

｢お年寄りの荷物を持ってあげます。｣ 

あなた 1 人が親切になるだけでしょー。(笑) 

 

今の子供たちは、英語以前に国語の能力が心配です。 

国語能力向上のためには、大人との会話が必要です。 

塾の先生と会話することは効果的だと思いますよ。 

さあ、哲生と会話しましょうか！ 

 



自分の名前をぐぐる 20161015 

 

こんにちは。インド(India)好きの哲生(Tessei)です。 

 

｢インド 哲生｣で、ぐぐる(google で検索する)と、 

4 番目にこのブログがヒットします。便利！(笑) 

ちなみに、1 番目にヒットするサイトは、なぜか、 

エクアドルで殺された哲生さんの話です。 

いろいろとためになることが書いてあります。 

 

｢India Tessei｣で、ぐぐると、なぜか、 

5 番目に新幹線の清掃会社のサイトがヒットします。 

たった 7 分間で新幹線を掃除する、あのチームです。 

昔は鉄道整備会社という名前だったので、 

鉄整 ⇒ Tessei という名称になったようです。 

ちなみに、高校英語の教科書にも載っています。 

 

自分の名前をぐぐると、予想外の情報に出会えます。 

皆さんもやってみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



君の名は 20161016 

 

こんにちは。あの映画を観に行ってきた哲生です。 

おもしろかったです。外国人に受けがよさそうです。 

RAD WIMPS と BUMP OF CHICKEN って違うバンド？ 

バンド名の意味もボーカルの声も曲調も似てますね。 

 

｢君の名は？｣を英語では“Your name?”と言います。 

“What's your name?”と学校で習いますが、 

これはカジュアルすぎる表現です。 

哲生がインドに住んでいたとき、 

この表現は子どもしか使っていませんでした。 

疑問詞が文頭の疑問文は、カジュアルすぎるんです。 

間接疑問文を使うとフォーマルになります。しかし、 

“Tell me what your name is.”はあまり使われません。 

“May I ask your name?”はフォーマルです。 

“May I have your name?”はさらにフォーマルです。 

May を Can にすると、ややカジュアルになります。 

お勧めの表現は、“I'm 〇〇, and you ･･･?”です。 

礼儀として、自分が先に名乗りましょう！ 

 

あすなろ学院では礼儀も教えます。 

無料体験、随時受付中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名前を正しく発音したい 20161017 

 

こんにちは。名前をよく間違えられる哲生です。 

テツオではなく、テッセイです。 

Tessei をテッサイと誤解する外人が多いです。 

ローマ字読みは世界では通用しません。(泣) 

 

偉人の名前は正しく発音したいものです。 

例えば、ガンディーはガンジーではありません。 

間違えると、怒られるというよりは、通じません。 

 

宗教の名前も正しく発音したいものです。 

例えば、ヒンドゥー教はヒンズー教ではありません。 

間違えると、インド人から怒られます。 

 

イエス・キリストの正しい発音は難しいです。 

なぜかと言うと、オリジナルはアラム語ですからね。 

ヨシュア・メシアとか言われていたらしいです。 

キリストはメシア(救世主)のギリシャ語意訳です。 

英語ではジーザス・クライストですが、 

オリジナルと違いすぎてもうなんだかなあです。 

 

以下は、よくある塾での会話です。 

 

生徒：この単語の発音と意味を教えてください。 

辞書で調べたのですが、載っていませんでした。 

哲生：固有名詞だよ。最初のスペルが大文字でしょ！ 

発音も意味もどーでもいいよ。 

生徒：･･･。 

 

この会話、毎年 4～5 回はします。 

かんべんしてください。(苦笑) 

英語のテストでは、固有名詞はどーでもいいんです。 

発音？どうぞご自由に！意味？勝手に想像して！ 



名前の意味を考える 20161018 

 

こんにちは。哲生です。 

｢哲生｣の意味は、｢哲学的に生きる｣です。 

英語で言うと、live philosophically です。 

 

外国人に対して自己紹介するときに、 

自分の名前の意味を説明できると良いと思います。 

漢字が表意文字(character)であることは有名ですが、 

具体的な説明をされたことがない外国人が多いので、 

「へぇー、おもしろいね。」と思われるはずです。 

もちろん、日本人が聞いてもおもしろいはずです。 

 

アルファベットは表音文字(letter)ですが、 

表意文字でもあることはあまり知られていません。 

というわけで、欧米人の名前にも意味はあります。 

 

例えば、ＪＯＨＮの場合、 

Ｊ 元気が良い 

Ｏ 対象物 

Ｈ エネルギー 

Ｎ 無 

元気が良く、対象となる人にエネルギーを与え、 

その人との距離を無くす、フレンドリーな人 

などという解釈が成り立ちます。 

ただし、ＪＯＨＮには隠語も多いので、 

意味を尋ねると怒られるかもしれません。 

気になる方は、辞書で調べましょう。 

 

あすなろ学院の名前の意味は知っていますか？ 

｢あすなろ｣は木の名前です。 

｢明日は檜(ひのき)になろう｣の短縮と言われています。 

ちなみに、あすなろという木はヒノキ科ですけど。(笑) 

未来ある子供の比喩表現とも言われています。 



ネイム←ナーム←ナマエ 20161019 

 

こんにちは。ヒンディー語もわかる哲生です。 

 

名前をヒンディー語ではナームと言います。 

発音似てますよね？ 

名前を英語ではネイムと言います。 

発音似てますよね？ 

なぜでしょう？ 

 

以下は哲生の仮説です。 

 

紀元前 1 万 2000 年ころ、世界は氷河期であり、 

人が住める場所は限られていました。 

日本は火山があるため比較的あたたかく、 

人がたくさん住み、縄文文明が栄えていました。 

日本列島が紀元前 1 万年ころに大陸から離れる前に、 

氷河期が終わり日本より西でも人が住めるようになり、 

西へ移住した日本人たちが日本語を伝えていきました。 

インドではナマエがナームになり、 

ヨーロッパではナームがネイムになりました。 

 

この仮説、ほとんどの人が反論すると思います。 

反論、お待ちしております。 

 

高校生諸君へ。 

人に言うと馬鹿にされそうな素敵な話はありませんか？ 

哲生は決して馬鹿にしません。是非教えてください。 

できればブログにも載せたいです。(笑) 

 

 

 

 

 



先見の明 20161020 

 

こんにちは。他教室のブログもチェックする哲生です。 

 

10/15 にＵＰされた高砂教室のブログ、いいですね。 

大事なことは、先見の明ですよね。 

哲生もいろいろ考えるのですが、 

考えるだけで実行しないのがよくないところです。 

 

あなたに、億万長者になる方法を教えましょう。 

インドでゴキブリホイホイを売ることです。(笑) 

絶対に売れます！ 

実際に、インド駐在の日本人は使っているようです。 

ただし、お手伝いさんがスリッパを突っ込むなど、 

日本では有り得ない事故が発生しているようです。(笑) 

 

10/15 にＵＰされた八幡町のブログもいいですね。 

アイディアとは、複数の問題を一気に解決するもの。 

インド人はゴキブリがいなくなりハッピーになるし、 

あなたはお金を儲けてハッピーになります。 

インドでのゴキブリホイホイ販売はグッドアイディア！ 

 

あなたが欲しいアイディアは何ですか？ 

哲生に相談してみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英語クイズその１ 20161021 

 

こんにちは。あすなろ 3 大ブロガーの 1 人、哲生です。 

なぜか、小松島教室の武井先生に認定されました。 

ありがとうございます。やる気が出ます。 

 

最近、あすなろ各教室のブログでクイズが多いです。 

というわけで、哲生も英語のクイズを出してみます。 

中学生でも解けるけど、高校生でも難しいはずです。 

 

英語クイズその１ 

以下の英文の解釈を 2 通り考えなさい。 

I don't like you because you are a rich man. 

 

答えは次回のブログで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英語クイズその 1 の答とその 2 20161022 

 

こんにちは。コーヒーが好きな哲生です。 

しかし、お腹を壊すので 1 日に 200ml しか飲めません。 

1 日に 1 リットルくらい飲めたらいいのに。(仮定法) 

 

さて、前回の英語クイズの答えです。 

I don't like you because you are a rich man. 

解釈その 1 

君が好きではない。 

金持ちだから。 

解釈その 2 

君が好きだ。 

しかし、金持ちだから好きというわけではない。 

 

以上のように全然違う解釈が可能です。 

もし、解釈その 1 のように書きたいのなら、 

I don't like you, because you are a rich man. 

と書くべきなのです。コンマが必要です！ 

 

それでは、今回のクイズを出題します。 

高校生偏差値 65 レベルです。 

 

英語クイズその２ 

以下の英文の解釈を 2 通り考えなさい。 

He is indifferent to her. 

 

答えは次回のブログで！ 

 

 

 

 

 

 



英語クイズその 2 の答 20161023 

 

こんにちは。牛乳が好きな哲生です。 

しかし、お腹を壊すのでホットミルクしか飲めません。 

冷たい牛乳を飲めたらいいのに。(仮定法) 

 

さて、前回の英語クイズの答えです。 

He is indifferent to her. 

解釈その 1 

彼は彼女に対して無関心である。 

解釈その 2 

彼女にとって彼など眼中にない。 

 

以上のように全然違う解釈が可能です。 

indifferent には、 

関心が無い という意味と、 

重要ではない という意味があります。 

ややこしいですね。 

 

塾生の皆さんへ。 

ややこしい英文解釈で困ったときは、 

哲生に質問してみましょう。 

おもしろかったらブログに載せます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問しよう 20161024 

 

こんにちは。質問されるのが好きな哲生です。 

英語や大学受験のこと以外でもいいんです。 

むしろ、そっちのほうが好きです。(笑) 

 

ある夏の日に、ある砂浜で、ある小学生から、 

いろんなことを 100 個くらい質問され、 

1 時間くらいかけて全部答えたことがあります。 

一例を以下に示します。 

Ｑ：人は何のために生きるべきなの？ 

Ａ：解脱するために生きるべきだよ。 

Q：解脱って何？ 

Ａ：輪廻から脱するということだよ。 

Ｑ：輪廻って何？ 

Ａ：何度でも生まれ変わることだよ。 

Ｑ：死んだら生まれ変わるの？ 

 

うーん、きりがありませんなあ。 

でも、こういう対話は大好きです。 

ちなみに、宗教の勧誘をしていたわけではありません。 

宗教は好きですが、宗教家や宗教団体は大嫌いです。 

 

その小学生の質問は他にも、 

宇宙の外側はどうなっているの？ 

宇宙が生まれる前は何があったの？ 

ブラックホールって何？ 

など、宇宙物理学の話が多かったです。 

その子とは一期一会でしたが、 

その子の人生に良い影響を与えていたらうれしいです。 

 

知りたい知りたい教えて～！が若者の特徴です。 

知りたいけどまあいいか･･･が年寄りの特徴です。 

皆さんは前者ですか？後者ですか？ 



困った質問 20161025 

 

こんにちは。ときには困った質問をされる哲生です。 

 

今までされた質問の中で１番困ったものは、 

｢自殺をしてはいけませんか？｣でした。 

質問してきた子は長町南の生徒ではありません。 

誰かに｢長町南の哲生先生に相談してみたらいいよ｣ 

と言われたらしく、はるばるやってきたのでした。 

哲生はプロのカウンセラーではないのですが･･･。(泣) 

あのときは本当に緊張しました。 

自分の失言でその子が自殺することもありえます。 

おおざっぱに言うと、以下のように答えました。 

｢自殺はするな。親が悲しむからだ。｣ 

あとは、インドの話をたくさんしました。 

 

上記のような質問はもうかんべんしてほしいです。 

プロのカウンセラーに相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問の仕方 20161026 

 

こんにちは。漢字が苦手な哲生です。 

訪問が問なのか門なのか覚えられません。 

専門が門なのか問なのか覚えられません。 

質問はさすがに問だとわかりますけどね。 

 

生徒の皆さんにはたくさん質問をして欲しいです。 

ただし、質問の仕方には気をつけましょう。 

以下にダメな質問例を 3 つ示します。 

 

ダメな質問その１ 

生徒：この英単語の意味は何ですか？ 

哲生：自分で辞書を使って調べよう！ 

辞書無しで英語の勉強をするなんて信じられません。 

まず、正しい勉強方法を身につけましょう。 

答えや解説のない問題をやることは止めましょう。 

学校の宿題がそうならどうしようもないですけど。 

 

ダメな質問その 2 

生徒：これがよくわかりません。 

哲生：これってどれ？何がどうわからないの？ 

具体的な表現を身につけましょう。 

なお、塾のノートを見ればわかることも多いですよ。 

 

ダメな質問その 3 

生徒：あのー、質問いいですか？ 

哲生：もう 22 時過ぎているから、明日にしよう。 

タイミングを考えましょう。 

集団授業が始まる 30 分前～60 分前がお勧めです。 

集団授業が終わった後でもいいですが、 

帰宅が遅くならないようにしましょう。 

 

 



ヴェーダ 20161028 

 

こんにちは。ヴェーダを持っている哲生です。 

 

｢質問しよう！｣とブログで呼びかけたら、 

八幡町校のＴ氏から以下のような質問がきました。 

｢ヴェーダには何が書かれているのですか？｣ 

早速、このブログでお答えしたいと思います。 

 

ヴェーダはバラモン教(初期ヒンドゥー教)の聖典です。 

｢いつごろ作られたの？｣とインド人に質問したら、 

｢質問がおかしい。最初からある！｣だそうです。(笑) 

讃歌や呪言、祭祀方法、秘技、哲学が書かれています。 

①リグ・ヴェーダには知恵で悟りを開く道が、 

②ヤジュル・ヴェーダには行動で悟りを開く道が、 

③サーマ・ヴェーダには愛で悟りを開く道が、 

それぞれ示されています。 

 

日本人には②の道をお勧めします。 

千利休は茶道を極めて悟りを開いたと思われます。 

どんな仕事でもそれを極めれば悟りが開けるのです。 

職人を尊敬する日本の文化に合っていませんか？ 

 

最初は上記の３ヴェーダしかありませんでしたが、 

後にアタルヴァ・ヴェーダが加わり 4 つになりました。 

アタルヴァ・ヴェーダで特筆することはありません。 

 

アーユル・ヴェーダは有名ですが、副ヴェーダです。 

正式なヴェーダではありません。医学の本です。 

ちなみに、哲生が冷たい牛乳を飲まない理由は、 

｢牛乳は温めてから飲みなさい。｣ 

とアーユル・ヴェーダに書いてあるからです。(笑) 

 

Ｔ氏へ。またの質問、お待ちしております。 



因果関係 20161029 

 

こんにちは。社会は好きですが専門外の哲生です。 

今回の社会ネタは早川講師から提供してもらいました。 

 

中 3 の実戦ゼミで以下のような問題が出題されました。 

問題：衆議院が参議院に優越するのはなぜか？ 

正答：解散があり、国民の意思が反映されやすいから。 

 

しかし、以下のような誤答が散見されました。 

誤答：国民の意思が反映されやすく、解散があるから。 

誤答なのにマルをつけてしまう生徒もいました。 

全然違うんですけど。(泣) 

 

正答は、原因→結果という因果関係になっていますが、 

誤答は、その 1 その 2 という並列関係になっています。 

勘違いしてマルをつけてしまった生徒は、 

おそらく、正答も並列関係だと錯覚したのでしょう。 

論理的な記述力を身につけましょう。 

 

ついでに英語の勉強もしておきましょう。 

因果は cause and effect です。 

並列は parallel です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



因果関係 PART2 20161101 

 

こんにちは。寒くなったのにアイスを食べる哲生です。 

white bear ice が練乳たっぷりで大好きです。 

インドで売ったら、絶対儲かると思います。 

 

さて、今回も因果関係の話です。 

４択クイズです。 

雪が降ると、雪が積もります。 

雪が積もると、雪かきをします。 

雪かきをすると、腰が痛くなります。 

雪かきをするのはなぜですか？ 

 

①雪が降るから。 

②雪が積もるから。 

③雪かきをするから。 

④腰が痛いから。 

 

①は不正解です。原因の原因なのでＮＧです。 

②は正解です。原因なのでＯＫです。 

③は不正解です。その原因を答えましょう。 

④は不正解です。結果なのでＮＧです。 

 

簡単なクイズだったと思います。 

しかし、これを英語で出題すると、 

間違える人がたくさんいるんですよ！ 

因果関係、ちゃんと考えましょう。 

 

ちなみに、｢雪かきをする｣を英語で言うと、 

clear / remove / sweep + snow です。 

shovel snow off という言い方もあります。 

 

 

 



因果関係 PART3 20161102 

 

こんにちは。仏教は英語で学んだ哲生です。 

哲生の師匠はチベットの御坊さんです。 

最初は英語の通訳者を介して話を聞いていましたが、 

師匠が英語を猛勉強してくれたおかげで、その後、 

師匠から直接英語で話を聞けるようになりました。 

ありがとう、師匠！ 

 

因果という言葉は、そもそも仏教用語です。 

お釈迦様の最初の説法(初転法輪)で使われた言葉です。 

ちなみに、その説法は四諦といい、 

①人生は苦である(苦諦) ※四苦八苦 

②苦という結果には原因がある(集諦) ※カルマ 

③その原因が無くなれば苦という結果も無くなる(滅諦) 

④それを行うための正しい道がある(道諦) ※八正道 

という内容でした。 

②③の因果関係を論じているところがすばらしいです。 

 

四諦を勉強に応用してみましょう。 

①勉強時間が足りない 

②その原因はスマホ 

③スマホが無ければ勉強時間が増える 

④スマホを親に預ける 

あっさり問題解決できますね！ 

 

いろいろお悩みの方、 

四諦を考えてみてはいかかでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 



修学旅行とゲットスルー 20161103 

 

こんにちは。高校の修学旅行は京都だった哲生です。 

お坊さんのストライキで金閣寺は見れませんでした。 

まあ、興味ありませんでしたが。(銀閣寺の方が好き) 

 

昔、修学旅行直前の高校生とこんな対話をしました。 

生徒：修学旅行にこれを持って行く予定です。 

(と言いつつ、英数テキストを 4,5 冊見せる。) 

 

哲生：え？こんなの持っていく必要ないよ。 

生徒：でも、勉強しないと不安なので･･･。 

哲生：いらないよ！友達と楽しい時を過ごせ！ 

生徒：じゃあ、1 冊だけ許してください。 

哲生：しょうがないな。じゃあ、英単語本だけね。 

(と言いつつ、ゲットスルーを指差す。) 

 

うーん、バカがつくほどまじめな生徒ですね。 

でも感心します。努力の天才ですね。 

このとき哲生は確信しました。 

こいつは必ず現役合格する、と。 

その生徒は東高校の 2 年生でしたが、 

その後、国立福島大学経済学部に現役合格しました。 

 

哲生は塾講師の仕事を長年しているので、 

高校生の大学受験の合否を早期から予想できます。 

そして、だいたい当たります。 

ヒントを差し上げます。 

哲生を感心させた生徒は、第一志望に現役合格します。 

生徒諸君、哲生を感心させてください。 

 

 

 

 



修学旅行と神社 20161104 

 

こんにちは。 

福島高校プロレス同好会初代会長の哲生です。 

修学旅行の夜、ホテルでプロレス大会を開催しました。 

先生たちは、見て見ぬふりでした。(感謝してます！) 

哲生は山田くん(生徒会長)の裏アキレス腱固めをうけ、 

ギブアップ負けでした。左のアキレス腱を痛めました。 

翌日、右足 1 本でピョンピョンして寺巡りをしました。 

いい筋トレになりました。(プラス思考) 

 

そうなんですよ。 

京都・奈良の修学旅行って、寺のイメージですよね。 

清水寺と銀閣寺と法隆寺と薬師寺しか思い出せません。 

神社もガンガン行くべきだったと後悔しています。 

 

哲生のお勧めは大神神社(おおみわじんじゃ)です。 

日本最古の神社と言われています。 

ものすごいパワースポットのはずです。 

奈良県桜井市三輪にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関係代名詞の省略 20161106 

 

こんにちは。英語の文法用語がきらいな哲生です。 

 

関係代名詞の関係って何？わかりづらいですよね。 

哲生が名付けるなら、接着代名詞としたいです。 

文を形容詞のカタマリにして名詞に接着するからです。 

(長いときは接着せずに後回しになることもあります。) 

 

関係代名詞は以下のような場合に省略可能です。 

①彼が愛する歌：a song (which) he loves 

②そこで走っている人：a man (who is) running there 

③彼に壊された箱：a box (which was) broken by him 

④冷たいもの：something (which is) cold 

⑤仙台の人々：people (who are) in Sendai 

 

④⑤を知らない生徒が多いです。不思議です。 

主格の関係代名詞＋be 動詞は、 

後ろが進行形や受動態のときだけではなく、 

後ろが形容詞や副詞のときでも省略可能です。 

つまり、ほぼ無条件で省略できます。 

一方、目的格の関係代名詞は常に省略できます。 

 

主格の関係代名詞を単独で省略するパターンは、 

マニアックなので、どうでもいいです。 

英語で飯を食おうとする人だけ勉強してください。 

there is とかです。 

 

省略可能のときは、省略するのが普通です。 

なぜですか？ くどいからです！ 

省略を習得して、簡潔な英語を話しましょう。 

No Pain No Gain! 

No Anime No Life! 

なんのこっちゃ。(笑) 



最狂の並べ替え問題 20161108 

 

こんにちは。ワンタンがマイブームの哲生です。 

ワ・ン・タ・ンの並べ替えは何通りでしょうか？ 

ワンタンとタンワンの２通りしかありませんね。 

４！／２！＝１２通りと考えた人、やばいですね。 

数学や英語を勉強する前に日本語を勉強しましょう。 

ちなみに、スワヒリ語ならンワンタなどもＯＫ！ 

 

センター試験英語筆記には並べ替え問題があります。 

ある程度特訓すれば解けるようになるので、 

受験生の大事な得点源になっています。 

しかし、たまに難問が出題されます。 

 

2004 年に出題された以下の問題は最狂の難問です。 

I wonder ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ upstairs. 

①what ②that ③is making 

④it is ⑤the noise 

 

what is making the noise upstairs 

と間接疑問にしたいところですが、 

it is と that が余ってしまいます。 

そこで、強調構文を使うことにします。 

it is what that is making the noise upstairs 

強調されている単語が疑問詞のときは、 

それを前に出して疑問文を作ります。 

what is it that is making the noise upstairs? 

となります、これを間接疑問にすると、 

what it is that is making the noise upstairs 

となり、①④②③⑤が正解となります。 

 

たった５つの並べ替えなのに、 

ここまで難しい問題が作れるとは驚きです。 

受験生にとってはえらい迷惑ですね。 



Donald John Trump 20161111 

 

こんにちは。民主党よりも共和党が好きな哲生です。 

 

アメリカ新大統領が共和党のトランプ氏になりました。 

今や、世界で最も注目されている人の一人ですね。 

彼の名前を使って、英語の勉強をしてみましょう。 

 

Donald(ドナルド) 

own name です。よくある男子の名前です。 

我々がよく耳にするのは、以下の 2 つですよね。 

Donald Duck ※デｨズニーのキャラ。アヒル。 

Mc Donald's ※マック。ドナルドの息子の店。 

 

John(ジョン) 

middle name です。よくある男子の名前です。 

 

Trump(トランプ) 

family name です。Tramp ではありません。 

trump：切り札、奥の手、頼りになる人 

tramp：乞食、放浪者、浮気女、など 

スペリングを間違えると怒られそうです。 

 

ちなみに、｢トランプをする｣を英語で言うと、 

play trump ではなく play cards です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英語の長文を速く読むには 20161114 

 

こんにちは。中３実戦ゼミ英語を教えている哲生です。 

 

本日の実戦ゼミで生徒の復習ノートを見ていたら、 

｢英語の長文を速く読むにはどうしたらいいですか？｣ 

という質問を書いている生徒がけっこういました。 

実戦ゼミの長文を使って速読練習すればいいのです。 

速く読めるまで、何度も読めばいいのです。 

しかし、根性論だけでも困るでしょうから、 

コツを簡単に教えたいと思います。 

 

速読は、大筋がわかればＯＫです。 

例えば、以下のような英文があったとしましょう。 

John is a junior high school student. 

He likes tennis very much. 

Last month, he attended the tennis tournament. 

Unfortunately, he lost the final game. 

He said to himself,“Next time, I will win.” 

Then, he practiced hard every day. 

Today, he attended the tennis tournament again. 

Finally, he won the final game. 

He said to himself,“Impossible is nothing.” 

 

ざっくり読むと、 

John ･･･ lost ･･･ practiced hard ･･･won. 

ジョンは、負けた後、一生懸命練習して、勝った。 

これでＯＫ。問題→対策→解決 というイメージです。 

少年ジャンプの法則みたいなものです。 

 

設問に関係する部分は熟読する必要がありますが、 

それ以外は大胆にざっくりと読みましょう。 

 

 



英語の長い文を速く読むには 20161114 

 

こんにちは。長文が好きで長い文が嫌いな哲生です。 

長文は長い文章(たくさんの文)と言う意味であって、 

長い１つの文という意味ではありません。 

 

長い文を速く読むコツは、 

ＳＶＯＣのかたまりを意識して、 

順番通りにそのまま読むことです。 

 

例えば以下のような長い文があったとしましょう。 

ＳＶＣの切れ目に / を入れました。 

The students who succeed most quickly in 

spoken communication in a foreign country / 

are said to be / the bold ones. 

Ｓ：The students･･･ → ･･･な学生は 

→ 外国で 1 番速く会話に成功する[上手くなる]学生は 

Ｖ：are said to be･･･ → ･･･であると言われている 

Ｃ：the bold ones → 度胸のある人 

いわゆる、スラッシュリーディングをするわけです。 

これで、100 語/分のスピードになります。 

センター試験に対応できます。 

 

もっと速く読むなら、英語を英語のまま読みましょう。 

foreign country で spoken communication を 

most quickly に succeed する students は 

であると said されている the bold ones 

これで、150 語/分のスピードになります。 

ＴＯＥＩＣ試験に対応できます。 

 

 

 

 

 



英語よりも国語と論理が大事 20161115 

 

こんにちは。国語と論理にこだわる哲生です。 

しかし、理屈っぽい男性は女性に嫌われます。(泣) 

 

先日の授業で、以下のような英語を和訳しました。 

the concepts that everyone thinks 

they know about and really don't 

正：皆が知っていると思っていて実は知らない概念 

誤：皆が知っているが実は知らないと思っている概念 

 

ポイントは and です。何と何をつなげていますか？ 

 

正：thinks they know about と really don't 

誤：know about と really don't 

 

文法的には、上のほうが変な気がします。 

主語は 3 人称単数の everyone なのに、don't って･･･ 

 

説明しましょう。 

確かに、主語は everyone なのですが、 

途中で they に書き換えられ、※he or she はくどい 

それにつられて doesn't ではなく don't となります。 

 

誤訳のほうは、文法的には正しいです。 

主語は 3 人称複数の they ですからね。 

しかし、内容が滅茶苦茶です。 

知っていると思っているのか、 

知らないと思っているのか、 

どっちなのかわかりません。 

 

国語の能力を鍛えましょう。 

論理の能力を鍛えましょう。 

 



中途半端はやめましょう 20161122 

 

こんにちは。中途半端なことが嫌いな哲生です。 

例えば、哲生はデカ〇タＣを毎日飲んでいます。 

毎日飲むと決めたからです。 

誰にも俺をとめることはできないぜ！ 

There is no stopping me! 

でも、娘にやめてと言われたらやめるかも。(弱気) 

 

英語を中途半端に覚えている生徒がいます。 

(例)語尾が ly の単語は副詞だったよな・・・。 

形容詞＋ly は副詞ですが、 

名詞＋ly や動詞＋ly は形容詞です。 

教えたとおりに覚えてください。(切実) 

 

大学受験を中途半端に考えている生徒がいます。 

(例)浪人できないけどＥ判定の大学に行きたいな・・・。 

浪人覚悟でＥ判定の大学を受験するのか、 

現役優先で合格しやすい大学を受験するのか、 

どっちかにしてください。(切実) 

 

冬講でどの講座を取るか悩んでいる高 3 生がいます。 

自信のないものは全部受講してください。 

後悔先に立たず、です。(切実) 

 

最後に英語 の勉強です。 

中途半端を英語で言うと、 

halfway measures です。 

 

Don't take halfway measures! 

 

 

 

 



洋楽で英語の勉強 20161123 

 

こんにちは。Oasis が好きな哲生です。 

 

イギリス国内での歴代アルバム売上枚数 top3 は、 

The Beatles : Sgt Pepper's 

Adele : 21 

Oasis : Morning Glory 

となっております。(ベストアルバムを除く) 

ちなみに 4 位は、Michael Jackson : Thriller です。 

 

Oasis の Morning Glory の中には、 

第 2 のイギリス国歌などと絶賛されている、 

Don't Look Back In Anger という曲があります。 

その曲のサビの部分を先週の英語の授業で使いました。 

“Don't look back in anger!” I heard you say. 

｢怒って昔を振り返らないで！｣と君が言うのを聞いた。 

 

最後の say はなぜ過去形の said にならないのでしょう？ 

中学生なら疑問に思うはずです。 

“･･･”I heard (that) you said. 

｢･･･｣と君が言ったということを聞いた。 

これでは君のセリフを直接聞いたことになりません。 

thatS'V' : S'が V'するということ ではないのです。 

 

高校生なら 知覚 V + O + 原形不定詞 を知っています。 

O が原形不定詞するのを V する となるので、 

｢･･･｣と君が言うのを聞いた となるわけです。 

 

高 2 の生徒たちに Oasis を知っているかどうか尋ねたら、 

全員知らないことが判明し、ちょっと驚きました。 

有名な曲だけでもいいから、洋楽を聴いてほしいです。 

Please look back! 

 



小学生のハイテンション 20161124 

 

こんにちは。ハイテンションおじさんの哲生です。 

11/24 現在、担任生徒が既に 2 名大学に合格しています。 

(立教と明治学院です。私立大学の指定校推薦です。) 

単純にうれしいですし、テンションが上がります。 

 

長町南校に午後 3 時ころに行くと、 

下校する小学生の集団によく会います。 

寒くなったのに、まだ半ズボンの子がいます。 

全力疾走する子がいます。 

落ち葉を集めて友達と投げ合う子もいます。 

笑い声が響きます。皆いい笑顔です。 

圧倒的にハイテンションです。 

見ているこっちまで元気になります。 

哲生にむかって、“Hello! My name is ･･･” 

と話しかけてくる子もいます。 

習ったばかりの英語を使いたくてしょうがないんです。 

わかりますよ、その気持ち。 

 

そうなんです。 

勉強とは、本来そういうものです。 

知らなかったことを知る喜び。 

わからなかったことがわかる喜び。 

勉強って楽しいんですよ！ 

テストの点数が･･･とか、偏差値が･･･とか、 

気持ちが暗くなってしまったときは、 

小学生のころを思い出しましょう。 

 

ちなみに、ハイテンションは和製英語です。 

高い緊張という意味の名詞になってしまいます。 

ハイテンションを英語の形容詞で言うと、 

excited, peppy, full of beans, fired up, hyper 等です。 

 



Loch Ness Monster 20161126 

 

こんにちは。英語モンスターの哲生です。 

英語ができない生徒は食べちゃうぞー。(ウソ) 

 

センター試験の英語を受ける高校生は、 

ゲットスルー英単語の 1 から 800 までについて、 

50 例文を 5 分で読めることが必要不可欠です。 

求められる読解速度が 100 語/分 以上だからです。 

 

ゲットスルーの例文 1 を以下に示します。 

Some people believe 

the Loch Ness monster actually exists. 

 

150 語/分の読みかた 

Some people は believe する 

Loch Ness monster が actually に exists するということを 

100 語/分の読みかた 

that 節を信じる人々もいる、that 節の内容は･･･ 

Loch Ness 怪物が実際に存在するということ 

50 語/分の読みかた 

that 節を信じる人々もいる、that 節の内容は･･･ 

Loch Ness ･･･ ん？何コレ？わかんない。やばい。(汗) 

 

L や N が大文字であるということは、固有名詞です。 

固有名詞はそのまま読めばＯＫ。単なる名前ですから。 

※ Loch Ness monster はネス湖のネッシーのことです。 

 

センター試験に和訳問題は１つもありません。 

多少知らない単語があっても気にしないことです。 

文脈でだいたいわかればいいんです。 

プラス表現かマイナス表現かがわかればいいんです。 

問題に関係ある文だけわかればいいんです。 

高 3 生の皆さん、大丈夫ですか？ 



Congratulations! 20161128 

 

こんにちは。嬉しい報告にニヤニヤしている哲生です。 

 

長町南校の高 3 生は既に 4 名が大学に推薦合格しました。 

宮城教育大・立教大・明治学院大・東北学院大です。 

おめでとう！ Congratulations! ※ 複数形 

 

congratulations はなぜ複数形なのでしょうか？ 

なぜかというと、複数形が敬意を表すからです。 

thanks が複数形であるのも、同じ理由です。 

you(あなた)が複数形であるのも、同じ理由です。 

 

推薦合格した生徒にお勧めしたいことが 2 つあります。 

早々に自動車普通免許を取ることと TOEIC の勉強です。 

※ 自動車教習所は春休みに大混雑します。 

※ 多くの大学は TOEIC に熱心に取り組んでいます。 

 

推薦合格者がうらやましいと思っている高 3 生へ。 

一般入試で合格するほうがもっとうれしいはずです。 

それを楽しみに、今は勉強漬けになりましょう。 

 

さらに別な報告を。 

 

高 1 生が 1 名、英検準 2 級二次面接に合格しました。 

おめでとう！ Badhai ho! ※ ヒンディー語 

 

哲生が二次面接特訓した生徒は 9 割合格しています。 

英検の一次試験に合格したら、声をかけてくださいね。 

 

 

 

 

 



ponytail 20161130 

 

こんにちは。ポニーテイルが好きな哲生です。 

 

先日、郡山中学校の校門前でチラシを配布しました。 

登校する女子中学生のヘアースタイルは、 

なんと、８割以上がポニーテイルでした。 

寒いのになぜポニーテイルなのでしょう？ 

長町南教室の女子中学生もポニーテイルが多いです。 

ポニーテイルの生徒に質問してみました。 

哲生：なんでポニーテイルにしているの？ 

生徒：好きだからです。 

哲生：寒くないの？ 

生徒：寒いです。 

哲生：・・・。 

 

受験生の皆さん、風邪ひかないでね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プラスチックのオウムの謎 20161201 

 

こんにちは。謎解きの好きな哲生です。 

 

最近、表題の話がネットを賑わせています。 

千葉大学 2016 年入試問題の英語長文の内容です。 

以下に抜粋を載せます。 

 

息子が父親に誕生日プレゼントをねだります。 

毎年、プラスチックのオウムが欲しいと言います。 

父親は意味がわからないまま息子に買い与えます。 

15 歳のときは 1 羽、 

16 歳のときは 6 羽、 

17 歳のときは 28 羽、 

18 歳のときは部屋いっぱい分、 

19 歳のときは倉庫いっぱい分、 

その数週間後、息子は事件に巻き込まれて重症を負い、 

オウムの秘密を教えてくれと父親から懇願されますが、 

さらに父親から 1 羽買ってもらった後に、 

秘密を明かすことなく死んでしまいました。 

 

数学好きの人ならすぐに気づくことがあります。 

完全数です。 

約数の和(その数を除く)がその数になる数です。 

1,6,28,496,8128,32640,･･･と続きます。 

たぶん、 

18 歳のときは 496 羽買ってもらい、 

19 歳のときは 8128 羽買ってもらい、 

その後の 32640 羽は無理だと思ったので、 

1 羽だけ買ってもらったのでしょう。 

 

完全数の必要条件は、2 の n-1 乗と 2 の n 乗－1 の積です。 

つまり、1,6,28,120,496,2016,8128,32640,･･･です。 

2016 年の入試問題なだけに、おもしろいですね。 



I have a pen. 20161202 

 

こんにちは。ピコ哲生です。 

 

以下の英文を使い分けられるようにしましょう。 

I have a pen.  ※リンゴではなくペンを持っている 

I have one pen. ※2 本ではなく 1 本持っている 

大昔の英語には one しかなかったらしいです。 

one から an という言葉が生まれ、 

an から a という言葉が生まれたらしいです。 

 

以下の英文は間違いです。 

I have an pen. ※pen は母音で始まらない 

以下の英文は正しいです。 

I have an apple. ※apple は母音で始まる 

なぜこのようなルールがあるのでしょうか？ 

それは、単に、発音しやすいかどうかの問題なのです。 

欧米人は母音＋母音の発音が苦手です。 

例えば、｢青い｣という日本語を発音できません。 

母音＋母音＋母音ですから、難易度 MAX らしいです。 

アアップルは難しいけどアナップルだと簡単なのです。 

 

パイナップルは pine + apple 

つまり、日本語にすると松リンゴですね。 

松ぼっくりに似ているからでしょうね。 

ちなみに、松はイタリア語で pino と言います。 

ピノキオを日本語にするとピノ太郎 → 松太郎です。 

 

以上、中 1 英語の復習でした。 

どんな勉強でも、どんな仕事でも、 

基本を大事にしたいものです。 

 

 

 



Fight  20161204 

 

こんにちは。日本を愛する哲生です。 

 

先日、気になる調査結果をネットで見つけました。 

祖国のために喜んで戦いますか？と問われて 

YES と答えた人の割合をまとめています。 

貼ってみます。見えるかな？ 

 

出典：WIN Gallup International(2015 年) 

 



 

 

日本は 11％でした。低すぎる･･･。 

 

ところで、“Senpai, fight!”などと言うと、 

｢先輩、がんばって！｣という意味ではなく、 

｢先輩、殴り合って！｣という意味になります。 

｢先輩、がんばって！｣を英語で言いたいのなら、 

“Senpai, good luck!” ※漠然とした表現 

“Senpai, hang in there!” ※粘って欲しい 

“Senpai, go for it!” ※ゴールに向って欲しい 

“Senpai, GO GO GO!” ※行け行けどんどん 

などがよいでしょう。 

 

先輩は Senpai で通じます。アニメのおかげです。 

Sempai と書くこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



紙辞書？電子辞書？スマホアプリ？ 20161207 

 

こんにちは。電子辞書を常に持ち歩いている哲生です。 

これがないと落ち着きません。職業病だと思います。 

 

｢紙辞書と電子辞書のどちらを使うべきか？｣ 

これは 10 年前のテーマでした。 

学校の先生は、昔は紙辞書派が多かったです。 

落としても壊れないから良いと言う人もいました。(笑) 

哲生は、昔から電子辞書派でした。 

持ち運びしやすいですし、多機能ですからね。 

使用歴 20 年です。今使っている電子辞書は 4 台目です。 

 

｢電子辞書とスマホアプリのどちらを使うべきか？｣ 

これが今現在のテーマです。 

哲生は、今でも電子辞書派です。 

高校生の皆さんには、スマホのフリック入力ではなく、 

電子辞書のキーボード入力に慣れていただき、 

大学や会社で必須のパソコン操作に備えてほしいです。 

 

電子辞書の国内シェアは圧倒的にカ〇オ E〇-Wo〇d です。 

支持されている理由は、コンテンツ重視だからです。 

哲生はシ〇ープの B〇ain を使っています。 

スペック重視です。デザインが良く、大画面です。 

がんばれ、シ〇ープ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dragon English と John Lennon 20161209 

 

こんにちは。 

福島高校プロレス同好会初代会長の哲生です。 

好きなプロレス技はドラゴンスープレックスです。 

あまりに危険な技なので、昔は禁止されていました。 

なにしろ、フルネルソン＋ジャーマンですからね。 

(わかる人は澤田先生と新田先生くらいかな･･･。) 

 

冬期講習会(映像授業)が既に始まっています。 

映像授業の学研プライムゼミが高３生に大好評です。 

英語を担当されている竹岡広信先生は、 

大学受験漫画「ドラゴン桜」にも登場しています。 

その漫画では、ビートルズの曲で英語を教えています。 

 

ビートルズの２nd シングルは Please Please Me ですが、 

この英語の意味、わかりますか？ 

誤：どうぞどうぞ僕 ※ﾀﾞﾁｮｳ倶楽部ではありません。 

正：どうか僕を喜ばせておくれ 

２番目の Please は喜ばせるという他動詞です。 

 

12 月 9 日は、この曲を作ったジョン・レノンの命日です。 

※日本やイギリスの日付では 12 月 9 日です。 

※アメリカの日付では 12 月 8 日です。 

ビートルズの曲で英語の勉強をしてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Time is money.  20161213 

 

こんにちは。地学はさっぱりわからない哲生です。 

 

センター試験まであと 30 日くらいです。 

受験生にとっては、もう 1 秒でも無駄にできないですね。 

なにしろ、１秒程度で月まで行けますからね。 

地球から月までの距離は約 38 万 km 

光の速さは約 30 万 km/s 

所要時間は 38 万 km÷30 万 km/s≒1.3s 

 

ちなみに、8 分 20 秒程度で太陽まで行けますね。 

地球から太陽までの距離は約 1 億 5000 万 km 

光の速さは約 30 万 km/s 

所要時間は 1 億 5000 万 km÷30 万 km/s＝500s 

 

哲生は光速で移動できるのかよ！と思った受験生へ。 

そんなことよりも、有効数字 2 桁とか確認しましょう。 

鉄腕アトムの最終回かよ！と思った受験生へ。 

いいから黙って勉強しろ！(紫竹先生風) 

 

※ 高等部泉中央校のブログを見よう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sleep in heavenly peace  20161215 

 

こんにちは。クリスマスキャロルが好きな哲生です。 

 

クリスマスキャロルの定番といえば、｢清、この野郎｣ 

じゃなくて、｢清しこの夜｣ですね。賛美歌 109 番です。 

以下の英語がサビで２回繰り返されます。 

 

sleep in heavenly peace 

直訳：天の平和の中で眠る 

意訳：眠り給う、いと安く 

 

sleep very peacefully と比べてみると、 

美しさのレベルが全然違いますね。 

 

英語のポイントを整理しましょう。 

peacefully ≒ in peace 

形容詞＋ly ＝ 副詞 ≒ 前置詞＋名詞 

heavenly 

名詞＋ly ＝ 形容詞 (動詞＋ly ＝ 形容詞) 

 

それでは、全部通して歌ってみましょう！ 

Silent night, holy night 

All is calm, all is bright 

Round yon birgin, mother and child 

Holy infant so tender and mild 

Sleep in heavenly peace 

Sleep in heavenly peace 

 

 

 

 

 

 



charge  20161216 

 

こんにちは。家のＰＣが壊れて困っている哲生です。 

年賀状が印刷できない･･･。 

 

12/15 の各教室ブログを見てみると、 

八幡町教室と南仙台教室が偶然にも同じタイトルで 

｢充電｣でした。高等部長町南校でも真似をして、 

｢charge｣ について書いてみます。 

｢charge｣の意味は｢負荷(をかける)｣ですが、 

実に様々な用法があります。 

 

①人に金を請求する、課す 

charge 人 金 ≒ charge 金 on[to] 人 

主語が人以外のときは cost を使います。 

cost 人 金はＯＫですが、cost 金 on[to] 人はＮＧです。 

 

②人を〇で告発する、非難する 

charge 人 with 〇 ≒ accuse 人 of 〇 ≒ blame 人 for 〇 

構文によって前置詞が変わるので注意しましょう。 

with 材料、of 内容、for 理由、と覚えていれば、 

前置詞を思い出しやすくなります。 

 

③〇を充電する、－で満たす 

charge 〇 (with －) 

 

④サービス料 

fee は入場料、fare は乗車料、toll は通話料･通行料です。 

toll → トウル → 通る → 通る料金！と覚えましょう。 

 

⑤〇の責任者である 

be in charge of 〇 

 

以上のことは知っておきましょう。センター試験第２問Ａに出やすいです。 



気づく 20161220 

 

こんにちは。｢気づく｣が難しいと気づいた哲生です。 

｢気づく｣って notice？recognize？realize？ 

紛らわしいので、まとめてみましょう。 

 

notice とは、5 感で気づくことです。 

彼女の髪が短くなったことを見て気づく → notice 

 

recognize とは、思い出して気づくことです。 

彼女は〇〇さんだと思い出して気づく → recognize 

 

realize とは、考えて気づくことです。 

彼女のおかげで命拾いしたことに気づく → realize 

 

以上の知識があっても、英作文のときに悩みますよね。 

大学入試の英作文では、realize の可能性が高いので、 

迷ったら realize にしておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



英語長文問題の解き方 20161221 

 

こんにちは。英語長文問題を毎日解いている哲生です。 

 

高校入試も大学入試も、英語は長文の配点が高いです。 

英語長文問題を解くコツを以下にまとめてみました。 

是非覚えてください。 

 

長文を読むときのコツ 

①設問を先読みしておく 

設問のｷｰﾜｰﾄﾞが出てきたら、その前後に答があります。 

②文脈を意識する 

因果、抽象具体、逆接・譲歩・対比、などです。 

プラス表現かマイナス表現かも意識しましょう。 

なお、逆接の後には大事なことが書いてあります。 

③名詞のつながりを意識する 

a 名詞 → the 名詞、名詞 → 代名詞、などです。 

④速く読む 

高校入試なら 80 語／分以上、 

大学入試(ｾﾝﾀｰ)なら 100 語／分以上が必要です。 

※ 単語本の例文などで速読練習しましょう。 

 

選択肢を選ぶときのコツ 

①ＮＧ選択肢を見抜く(消去法) 

具体的で範囲が狭い。内容が逆。計算ミス。極端。 

常識やモラルに反する。長文に記述なし。 

余計なものあり。問いの答えになっていない。 

②ＯＫ選択肢を見抜く 

抽象的で範囲が広い。 

同じ内容を違う表現で書き換えている。 

③その他 

長文と同じ表現で書いてある → ひっかけの可能性大。 

正反対の選択肢がある → どちらかが正解の可能性大。 

プラス表現かマイナス表現かも意識しましょう。 



sit up straight  20161224 

 

こんにちは。星座より正座に詳しい哲生です。 

 

昔、哲生はチベット寺で仏教の勉強をしていました。 

師匠が外国人の弟子達を集め、授業をしてくれます。 

部屋に机や椅子はありません。座布団はあります。 

外国人の弟子達の座り方は様々です。 

胡座(あぐら)とか、女性座りとか、体育座りとか。 

哲生は日本人らしく、ずっと正座していました。 

正座の長所は、背筋が伸びることです。 

背筋が伸びると集中力が増します。 

正座の短所は、足が痛くなることです。 

しかし、そのおかげで眠くなりません。 

 

あすなろ学院の生徒諸君へ。 

正座して勉強しろとは言いませんが、 

背筋を伸ばして勉強しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学力診断テスト 20161225 

 

こんにちは。学力診断テスト(英語)採点中の哲生です。 

80 点の生徒もいれば 20 点の生徒もいます。 

なぜここまで差がつくのでしょうか？ 

これは、頭が良いとか悪いとかの問題ではありません。 

正しい勉強をしているかどうかの問題です。 

 

国公立大現役合格のためには、50 点以上が必要です。 

実は、50 点以上の点数を取ることはかんたんです。 

①ノートに書いてあることを理解して覚える。 

②過去の学力診断テストを全部解けるようにする。 

これだけでいいんです。誰でもできます。 

 

高１生はともかく、高２生は言い訳できません。 

高２テスト問題の半分は昨年出題したものです。 

一度やった問題をまた間違えるのは愚かです。 

50 点未満の生徒は猛省してください。 

 

テストの復習は最も効率のよい勉強方法の１つです。 

年明けに返却します。必ず復習してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国公立大合格率 75％ 20161226 

 

こんにちは。宣伝が下手な哲生です。 

下手だけど、がんばって宣伝します。 

 

高等部継続を検討中の現中３生の皆様へ。 

長町南校の過去 3 ｹ年の合格実績は以下のとおりです。 

 

2016 年：国公立大合格率 75％ 

東北高校文理→山形大学(異文化交流)は伝説レベル！ 

2015 年：国公立大合格率 50％ 

東北大学(法学部)1 名合格！ 

2014 年：国公立大合格率 67％ 

東京海洋大学 1 名合格！早稲田大学 1 名合格！ 

 

このすごさ、わかりますか？ 

国公立大の前期平均倍率は約 3.2 倍、 

つまり、現役生は約 4 倍ですから、 

25％を越えているだけでもすごいのに、 

50～75％ですよ！ 

 

ナンバースクール生が多いわけではないんです。 

毎年、南高生や向山生が多いです。 

そして、三桜でも東高でも西高でも、 

東北高校でも東北学院榴ヶ岡でも、 

国公立大に合格させています。 

 

推薦入試や後期入試の小論文対策もしています。 

ライブ授業も映像授業もあります。 

10 年以上の指導実績があります。 

自信しかありません。 

 

現中 3 生の皆さん、お待ちしています。 

 



ｾﾝﾀｰ英語筆記は時間配分で勝敗が決する 20161228 

 

こんにちは。ｾﾝﾀｰ試験まであと 2 週間だよ！哲生です。 

 

ｾﾝﾀｰ英語筆記は時間配分で勝負が決まります。 

第 1 第 2 問、第 3 問、第 4 問、第 5 問、第 6 問、 

それぞれ 16 分にするとぴったり 80 分ですが、 

それではちょっとまずいです。 

 

最初の 1 分は、全問を眺めて傾向ﾁｪｯｸをしてください。 

それにより、時間配分計画を微修正してください。 

最後の 1 分は、ﾏｰｸｼｰﾄﾁｪｯｸをしてください。 

うすいﾏｰｸやはみ出したﾏｰｸを直すためです。 

この 2 分を作るために、第 1 第 2 問は 14 分にしましょう。 

また、第 3 問は 17 分、第 4 問は 15 分など、 

自分の得意不得意に合わせて時間を決めましょう。 

 

解く順番は、1→2→3→4→5→6 がお勧めです。 

順番通り解けば、ﾏｰｸがずれる可能性は低いです。 

どうしても長文に時間がかかるという人は、 

3→4→5→6→1→2 でもいいです。 

 

しかし、順番を変えても時間は増えません。 

大事なことは、各大問の時間配分なのです。 

スピード感覚を体で覚えておきましょう。 

 

Hang in there! 

 

 

 

 

 

 

 



ｾﾝﾀｰ英語ﾘｽﾆﾝｸﾞは先読みで勝敗が決する 20161229 

 

こんにちは。ｾﾝﾀｰ試験まであと 2 週間だよ！哲生です。 

 

ｾﾝﾀｰ英語ﾘｽﾆﾝｸﾞは設問の先読みで勝敗が決まります。 

ﾘｽﾆﾝｸﾞﾃｽﾄだけど、ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞの速さが大事なのです。 

うーん、すごくいいことを言ってしまった。(自己満足) 

先読みでポイントがわかった状態でﾘｽﾆﾝｸﾞしましょう。 

先読みが間に合わないときは、潔くあきらめ、 

ﾘｽﾆﾝｸﾞに集中しましょう。これ、大事ですよ！ 

2 回目のﾘｽﾆﾝｸﾞ前にもう一度読むチャンスはあります。 

あせる必要はありません。 

迷わず聞けよ。聞けばわかるさ。(アントニオ猪木) 

 

Hang in there! 

 

 


