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1. 英語勉強法 
 
英語には色々な勉強法があります。 
 
自らの勉強法、メルマガの読者の方の勉強法、インターネットで見つけた勉強法などを紹介します。 
 

 勉強法：効率的な勉強法 

 
中学一年生のころ、その日習った英単語を自宅で覚える時、10 回書くだの、100 回書くだの、 後に全

部覚えるまで勉強を続けるだの、目標を決めてやっていました。 
 
そんなやる気はかなーり、なくなっている今日この頃ですが、やはり何らかの目標がないと英語学習も

息切れがしてきますね。 
 
そんなとき、グッときたのがこの記事です。 
 
 
エンジニアのための英語術 
(29) 英語学習に王道なしというけれど…"効率的な勉強法"はありますか  
http://journal.mycom.co.jp/column/en/029/
 
原田洋子さんがアメリカ流"study strategies"を披露してくださっています。 
 
 

 勉強法：Skypeでの読み合わせ 

 
PC 上のオンラインで行うビニエットの読みあわせを 7 月から 2 人で 2 週間に 1 回行っています。単に

ビニエットを読むだけですが、意外と効果があります。 
 
というのも、さすがにぶっつけ本番で読むというわけにもいかず、事前に一応読んでおく必要があるの

で、そのときに音読をすることになりますし、読みながら意味のわからない英文は意味を確認したりし

て、ビニエットの良い復習になるのです。２人でずっとやっていますが、本当は４，５人でやりたいの

で参加者を再度募集いたします。 
 
必要なものはヘッドセット（マイクとヘッドホン）またはマイクとスピーカーのみとなります。実施日

http://journal.mycom.co.jp/column/en/029/
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はレッスン終わりの日曜日 22 時としていますが、参加者の都合で調整いたします。 
 

 勉強法：英語はトレーニング 

 
英語は勉強ではなく、トレーニングであるという言葉が印象的でした。 
            ↓ 
3 年半で TOEIC スコア 850 点を達成する英語トレーニング方法とは 
 - ICC 鹿野晴夫氏に聞く 
 
http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/10/18/english/index.html
 
 

 勉強法：リスナーの勉強法 

 
杉田先生の掲示板に投稿されたものですが、ビジ英だけで 
日系アメリカ人と間違えられる域に達した方のお話です。 
 
http://www.ethospathoslogos.com/bbs/wforum.cgi?no=915&reno=no&oya=915&mode=msgview&list
=new
 
一年分のビニエットの暗記が良さそうです。 
 
と、言うのは簡単ですが、実現するのは並大抵の努力では足りないのでしょうが。 
 
 

 勉強法：リスナーの勉強法２ 

 
ビジ英の８月号のテキスト、Reader's Forum (P.126)に読者の勉強法が投稿されていますね。 
 

初にビニエットを 10-20 回聞く。 
解説を 5-10 回聞く。 
再度ビニエットを 30-50 回聞く。 
ビニエットを 50 回リピートする。 
ビニエットを暗記する。 
 
この学習の結果、この方は、英検１級に合格されたそうです。 

http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/10/18/english/index.html
http://www.ethospathoslogos.com/bbs/wforum.cgi?no=915&reno=no&oya=915&mode=msgview&list=new
http://www.ethospathoslogos.com/bbs/wforum.cgi?no=915&reno=no&oya=915&mode=msgview&list=new
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なかなかこれだけの学習時間を作るのは難しいと思いますが、 
テキストの良い悪しではなく、結局、英語上達は学習量によるのでしょうね。 
 
 

 勉強法：インターネット時代のお手軽英語勉強術 リスニング編 

 
昨年１０月頃、インターネット時代のお手軽英語勉強術――リーディング編 
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0610/11/news036.html 
 
という記事をリンクのみ紹介しましたが、会話編、ライティング編、 後の手段編という続編の記事が

あるのに気づきました。 
 
そこで今日はリスニング編を見てみます。 
 
インターネット時代のお手軽英語勉強術――リスニング編 
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0610/17/news034.html 
 
ポッドキャスティングやスロー再生、字幕つきサイトが紹介されています。IT系のサイトのため、ポッ

ドキャスティングとしてPodTechというサイトが紹介されています。私もPodTechの他、

IT Conversations、Podcast AcademyというIT系のポッドキャスティングを聞いています。 
 

 勉強法：インターネット時代のお手軽英語勉強術 会話編 

 
インターネット時代のお手軽英語勉強術――会話編 
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0610/25/news032.html 
 
主に 3 つの方法が紹介されています。 
 
「ポッドキャストを聞きながらのシャドーイング」では英語に慣れるという意味でオススメされていま

す。これは会話というよりリスニングの練習と思っていました。 
 
「オンラインの英会話サービス」はNOVAのお茶の間留学ですかね。 
  
「SkypeでSkype Meモードの人に話しかけてみよう」は、無料で海外の人と会話ができるチャット機

能を使ってみようということです。私も興味がありますが、まだやったことはありません。 
 

http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0610/11/news036.html
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0610/17/news034.html
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0610/25/news032.html


伸ばしたい！英語力 あきらめないための英語勉強法 

10 

 

 勉強法：インターネット時代のお手軽英語勉強術 ライティング編 

 
インターネット時代のお手軽英語勉強術――ライティング編 
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0611/01/news050.html 
 
記事の中で「毎日かかさず英語でブログ」というサイトで提供されている英文添削サービスが紹介され

ています。 
 
私も英文添削には以前から興味がありました。つい 近このサービスをお試しする機会に恵まれました

ので、Writers' Workshop 3 月号の英文原稿を（もちろん 3 月 15 日以降に）添削してもらっているとこ

ろです。どんな赤ペンが入って帰ってくるのか楽しみです。 
 
（次回のメルマガより） 
前回お伝えした英文添削、送信して2時間後に添削されて帰ってきました。多少添削されていましたが、

原文がかなりそのまま残っていました。私の英文が素晴らしすぎるからでしょうか。それとも。。。 
 

 勉強法：インターネット時代のお手軽英語勉強術 最後の手段編 

 
シリーズ 後になりますが、その名も「 後の手段編」です。 
 
インターネット時代のお手軽英語勉強術――“ 後の手段”編 
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0611/08/news082.html 
 
「えいご漬け」はなかなか面白いですが、皆さんには易しすぎるでしょう。 
 
英語のオンラインゲームとしてSecond Lifeが紹介されています。前にも書いたかも知れませんが、興味

あります。 
 

 勉強法：ブログを書く 

 
ライティングはなかなか自分ひとりでは勉強できないものです。英語でブログを書いてみるというのも

慣れるには一つの方法かもしれません。英語教育ニュースのサイトのコラムをどうぞ。 
 
ブログを英語で始める 
http://www.eigokyoikunews.com/eigokyoiku/essay/200701/index.shtml

http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0611/01/news050.html
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0611/08/news082.html
http://www.eigokyoikunews.com/eigokyoiku/essay/200701/index.shtml
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 勉強法：ビジネス英会話の勉強法について募集 

 
皆さんはビジネス英会話をどのように使って勉強していますか？ 
 
読者の Y さんからこんなお便りを頂きました。Y さんは以前はビジネス英会話を聞いているだけでした

が、ちゃんと勉強するように決意して以来、ビニエットに出てくる単語を調べるようにしたそうです。

そのノートも今では９冊目になりました。ビニエットのデイクテーションにも（６ヶ月だけ）取り組み

ました。そして準１級に合格するまでになったそうです。そんな Y さんからの皆さんにお聞きしたいこ

とがあるそうです。以下、Y さんのメールより引用です。 
 
「そこでご相談があるのですが、これからもビジネス英会話をメインにして英語の勉強を続けていこう

と思っているのですが、より上級者を目指すために勉強方法のヒントみたいなものをいただければと思

うのですが。 自分ではビニエットをオーバラッピングしたりシャドーイングしたりしていますが、み

なさんどんな工夫をされているのか教えていただければ幸いです。」 
 
そんなわけで、皆さんが行っているビジネス英語の勉強法の工夫を教えていただけないでしょうか。Y
さんはシャドーイングや本文を暗記されている方の方法を特に希望してらっしゃいます。もちろんそれ

以外の部分の工夫でもかまいません。きっと参考になる読者の方がいることでしょう。寄せられた情報

はメルマガで随時公開していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

 勉強法：ビジネス英会話の勉強法について募集 回答 

 
さっそく、Nさんより勉強法についてメールを頂きましたのでご紹介します。Nさん、ありがとうござ

います！ 
 
----------------------------------------- 
 
本多さん、Yさん 
東京勉強会のNです。 
 
この杉田先生の講座は 1987 年の初回から聞いていますが以前本多さんから紹介された

411 ENGLISH ROOMの人たちが批判していたように、少し文章が長い、SLANG的な表現が頻出する、

その他の問題がありますので、それを認識したうえで暗記とかすべきでしょう。端的にはparaphrase
するとか、できるだけ短文にするとか自分として判りやすく加工して暗記するのがよいのではと思いま

す。とはいってもそれを 1 人でやるのは大変かと思いますので、是非皆さんの意見を聞く場としてこの

勉強会に参加されたらいかがでしょうか。原則としては 本多さんのメルマガように語句、表現を学ぶ
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ことに集中するのがよいかと思います。 
 
----------------------------------------- 
 
Nさんとは東京勉強会で日頃からご一緒させていただいております。いくつか補足説明をさせていただ

きます。 
 
411 ENGLISH ROOMとは以下のサイトにある非常に質の良い英語学習サイトです。 
 
http://www.geocities.jp/new_englishroom411/ 
 
完全なバイリンガルの先生方による英語指導を行う学校が作成しているサイトです。書いてあることは

皆さんの役に立つと思いますので、ぜひ一度覗いてみてください。 
 
この 411 にはメーリングリストがあるのですが、以前、以下のような議論がありました。ここの先生方

はNHKのラジオ講座をオススメしていません。ただ、マーシャ先生のラジオ英会話は一押しです。 
 
杉田先生のビジネス英会話についても複数の理由からやめたほうがよいということでした。米語、英語

が混じっている。新しい言葉、古い言葉が混じっている。など、要は文章がばらんばらんな部分からな

っており自然な文章ではない、という趣旨だったかと思います。 
 
そういわれてみると、ビジ英の文章は妙に長いし、普通こんなことはしゃべらないよね、というのも多

いですね。教材という性格上、むずかしめの単語をビニエットに意図的に入れる必要があるのでそうな

るのかもしれません。 
 
要は作られた教材なのですね。ということで、私はボキャビル優先で利用しているところがあります。 
 
他の方のご意見等もお待ちしております。 
 

 勉強法：英字新聞で語彙力増強 

 
一つ基本に戻ろうかと思い、英字新聞による語彙力増強を再開しました。 近、日経ウィークリーを定

期購読しているので、これを使います。 
 
(1) 記事を読み、知らない単語に印をつけておきます。 
(2) 週末に印をつけた単語を調べて覚えます。 
(3) Excelに転記します。                           ←今ココ 
(4) 後日印刷して見直します。 

http://www.geocities.jp/new_englishroom411/
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教材としては雑誌TIMEなども英検１級対策には適しているかもしれません。雑誌「英語教育」のサイ

トにTIMEなど雑誌に関するエッセイがありました。 
 
インターネット時代のNewsweek、Timeの読み方  
http://www.eigokyoikunews.com/eigokyoiku/essay/200611/index.shtml

 

 勉強法：SNSで英語の勉強 

英辞朗より。 
SNS【略-1】 ＝social networking service《コ》ソーシャルネットワーキングサービス◆インターネッ

トを介して、友人・知人の輪を広げていくためのオンラインサービスの総称。 
 
mixiがその代表ですが、社内SNSが私の勤務する会社でも始まりました。社員が自由に日記を書いたり

コミュニティを作ったり、中身はmixiに似ています。 
 
つらつらと他の人の日記を読んでいると、ある人が若い人に英語学習のアドバイスをした日記がありま

した。 
 
「英語を話す場を作るのは大変だけど、書くことなら場はすぐ見つかる。MySpaceなどで興味のある人

にコメントをつけたらどう？」 
  
とうものでした。これはなかなかいいやり方かもしれません。 
 
これまでなら人のホームページに感想をメールで送るとか、ブログにコメントを入れるといった形で英

語を実際に使ってみることができましたが、SNSのほうがより気軽に書き込めるかも知れませんね。 
 
 
英辞朗より。 
MySpace 《コ》マイ・スペース◆アメリカのソーシャルネットワーキングサービスの一つ。2003 年に

サ ー ビ ス 開 始 。 ◆ Are you on MySpace? : MySpace に 入 っ て い ま す か ？ ◆ 【 URL 】

http://www.myspace.com/  

http://www.eigokyoikunews.com/eigokyoiku/essay/200611/index.shtml
http://www.myspace.com/
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2. 機械 
電子辞書や、ラジオ番組を録音する機械についての情報です。 

 機械：電子辞書レビュー 

 
セイコーインスツルからビジネスパーソンとエンジニア向けの電子辞書 SR-G8000 が発売になりまし

た。マイコミジャーナルに紹介記事を寄稿しましたのでご覧ください。 
 
エンジニアのための電子辞書「SR-G8000」を現役エンジニアが使ってみました 
http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/10/03/sr-g8000/index.html
 
 

 機械：USB AM/FM RADIO  

 
レアモノショップから、パソコンで AM／FM が録音できる USB AM/FM RADIO が発売されています

よ。USB から給電しますが、音声はアナログ出ログです。パソコンの外部入力に接続して録音します。

録音するためにはパソコンをつけっぱなしにしておかなければならないようです。6980 円という手ご

ろさが魅力です。 
 
http://www.thanko.jp/usbamfmradio/
 
 

 機械：ラジオサーバー 

 
おなじみ、サン電子のトークマスターはラジオを録音する携帯機器です。ラジオ講座を録音するのに適

しており、お持ちの方やうわさを耳にした方も多いでしょう。 
 
http://www.talkmaster.jp/ 
 
トークマスターとビジ英で英検１級に合格した人のインタビュー 
http://talkmaster.jp/learning/interview_01.html 
 
トークマスターを使ったラジオ講座徹底活用法 
http://talkmaster.jp/learning/index.html 
 

http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/10/03/sr-g8000/index.html
http://www.thanko.jp/usbamfmradio/
http://www.talkmaster.jp/
http://talkmaster.jp/learning/interview_01.html
http://talkmaster.jp/learning/index.html
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トークマスター以外のラジオを録音する機器の 新状況についてお知らせします。今回はラジオサーバ

ーです。 
 
その昔、ソフィアシステムズという会社からラジオサーバーRS12 という、ハードディスクにラジオ番

組を予約録音する、今でいうトークマスターの据え置き型バージョンの機械がありました。 
 
http://www.sophia-systems.co.jp/EC/index.html 
 
ＮＨＫラジオのテキストの広告にも載っていましたので、ご記憶のある方も多いでしょう。3 月にラジ

オサーバーという機器がオリンパス社から発売になっているのです。以前のラジオサーバーを新しくし

た感じです。 
 
http://olympus-imaging.jp/radioserver/vj10/ 
 
20 番組予約ができて、2500 時間分録音できます。すごいですね。ＵＳＢストレージに対応したＩＣレ

コーダーにのみに転送可能という記述が気になります。普通のＵＳＢのオーディアプレーヤは非対応な

のかがちょっと気になります。オリンパスのＩＣレコーダーにしかつながらないのでしょうか？ それ

だと、ちと不便。 
 
解説記事 
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0703/23/news011.html 
 
しかし、会社が違うのに、なぜ、ラジオサーバーという同じネーミングなのかは謎です。 
 

 機械：NHC DR-A250 

 
前回に引き続き、ラジオ録音機器の 新状況についてです。 
 
前回は<新>ラジオサーバーについてお話しました。ちなみにこのラジオサーバーの価格は 39800 円で

す。 
 
巷ではトークマスター2 が大人気ですが、これに似た機能を持ち、かつ値段が安い機器がありました。

NHC社のDR-A250 です。 
http://www.nhc-com.jp/product/digital_voice/dra250/dra250.html 
 
 AM/FMラジオチューナー 
 5 番組予約録音 
 

http://www.sophia-systems.co.jp/EC/index.html
http://olympus-imaging.jp/radioserver/vj10/
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0703/23/news011.html
http://www.nhc-com.jp/product/digital_voice/dra250/dra250.html
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この機能だけあれば、ビジ英の予約録音には十分ですね。しかし仕様を詳しく見てみると、録音したデ

ジタルデータをデジタルのまま外に出す仕組みがないようです。アナログ出力でMDとかPCに入力する

ことはできますが、これでは旧世界のようで使いにくいですね。 
 
トークマスターもそうですが、AMラジオは場所によっては受信しにくいので、ベストポジションで確

実に録音するためには、据え置きにしないと苦しいです。そういう意味ではDR-A250 で録音した音声

をデジタルでiPodなどの機器に出せないのは問題ありかもしれません。 
 
あと、DR-A250 には一分間さかのぼって録音できる機能があるようですが、我々ラジオ予約録音派に

は使い道が思いつきません。 
 
また、DR-A1000 という機種もあり、これは内蔵メモリの大きさの違いです。 
 
DR-A250 は定価で 12800 円。 
トークマスター2 が 27800 円からですからコレはお得です。 
 
楽天では 11000 円台から買えるようです。 
http://tinyurl.com/2p79fz 
 
 
AMラジオを録音できる機器はまだまだありますので、また次回にご紹介します。 
 
さらに、NHKのサイトで始まったビジ英のストリーミング放送をファイルに保存する方法も次回以降

ご紹介します。こっちのほうがニーズが高いかな？ 
 

 機械：サンヨー ICR-RB76M 

 
AMラジオをデジタルファイルとして録音できる機器を紹介しておりますが、今回が第 3 回です。トー

クマスターの対抗馬になりそうな機種がサンヨーのICR-RB76Mです。 
 
http://www.sanyo-audio.com/icr/rb75/index_rb76m.html 
 
 FM/AMラジオチューナー搭載  
 毎日/毎週/1 回の 3 パターンから、 大 5 件までのタイマー録音可能 
 256MBの内蔵メモリ 
 録音はMP3 
 USB端子×１ 
 

http://tinyurl.com/2p79fz
http://www.sanyo-audio.com/icr/rb75/index_rb76m.html
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予約録音の数が３つと少ないですが、ビジ英のみの録音ならOK。毎日予約タイマーは必須機能ですね。 
 
価格.comの掲示板にもトークマスターとICR-RB76Mを比較した書きこみが見られます。 
 
http://bbs.kakaku.com/bbs/20778010170/SortID=6149392/ 
 
価格.comでの 安値は 14000 円台です。トークマスター2 が 27800 円からですからお得ですね。 
 
他にもＡＭラジオをデジタル録音できる機種には次のようなものがありますが、いずれもデイリータイ

マーがないのでお勧めできません。 
 
http://www.sanyo-audio.com/maj/u4ct1/detail.html  
http://www.rakuten.co.jp/e-kurashi/421853/353867/482813/  
http://www.sharp.co.jp/products/av/digi_audio/prod02/qtmpa10b/

 

 機械：オリンパス VoiceTrek DS-50 

 
近のICレコーダーにはポッドキャストの機能がついていますね。 

 
オリンパスのVoiceTrek DS-50 
http://olympus-imaging.jp/voicetrek/ds50/ 
 
この機種には英語学習用の機能としてこれまでも早聞き、遅聞き、部分リピート再生などがついていま

した。 
 
オリンパスが提供する英語学習向けポッドキャストもやっていますよ。大杉正明先生の

Cross Cultural Seminarです。スーザン岩本さんがアシスタントです。ビジ英の元アシスタントのスー

ザンさんですyo。 
 
Cross Cultural Seminar （週一回更新） 
http://www.voicetrek.jp/ 
 
VoiceTrek DS-50 が欲しい方はここで応募しよう！1 
 
英語と仲直りできるポッドキャスト リスナープレゼント 
http://podcast.alc.co.jp/

                                                  
1 現在は終了しています 

http://bbs.kakaku.com/bbs/20778010170/SortID=6149392/
http://www.sanyo-audio.com/maj/u4ct1/detail.html
http://www.rakuten.co.jp/e-kurashi/421853/353867/482813/
http://www.sharp.co.jp/products/av/digi_audio/prod02/qtmpa10b/
http://olympus-imaging.jp/voicetrek/ds50/
http://www.voicetrek.jp/
http://podcast.alc.co.jp/
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3. 書評 
英語学習に関する本を中心にした書評です。 
 

 書評：「即戦力がつくビジネス英会話」 

 
以前 NHK でビジネス英会話の講師をやっていた日向先生が NHK のテキストをまとめた本を出版しま

した！ 
 
書名は「即戦力がつくビジネス英会話」。NHK の名前がなぜ入っていないかは日向先生のブログをどう

ぞ。 
http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2007/05/post_379.html
 
５２のパートからなっているので毎週一つずつで一年で完成です。地に足の着いたビジネス英会話なら

杉田先生のテキストよりこちらがよいでしょう。これぞ、ビジネス会話の基本、という内容です。 
 
即戦力がつくビジネス英会話―基本から応用まで 
http://www.amazon.co.jp/dp/4887244460/ref=nosim/ tag=englishbbss05-22
 
 

 書評：「ダボス会議に学ぶ 世界を動かすトップの英語」 

 
ダボス会議に学ぶ 世界を動かすトップの英語を買いました。あのダボス会議を題材に世界のリーダー

のスピーチを学ぶことが出来る CD 付きの本です。鶴田 知佳子先生と、柴田 真一先生のコンビという

リーダーの英語 でもおなじみのコンビです。 初はトニーブレア首相のスピーチでした。本物のスピ

ーチはわかりにくい所や、聞き取りにくい所があって、良いですね。 
 
世界を動かすトップの英語 
価格：￥ 2,205 
http://www.amazon.co.jp/dp/4902091496/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 

 書評：「英会話どうする」 

 
「英会話どうする 」 という本を読みました。 
 

http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2007/05/post_379.html
http://www.amazon.co.jp/dp/4887244460/ref=nosim/%20tag=englishbbss05-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4902091496/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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河合塾講師の里中哲彦さんのこの本は、先日紹介した「目にあまる英語バカ」という本の中で紹介され

ていました。「目にあまる英語バカ」に書かれていた主張の多くが「英会話どうする？」で見つかりま

した。楽々英語をマスターする方法など、この世にはないことをわかってらっしゃる皆さんならば、そ

の通り！と納得することばかりが書かれています。NHK テレビとラジオがやはりオススメされており、

特にビジネス英会話は一押しされています。 
 
第一章はこんな感じで英語学習の心構えが書かれ、第二章では聖書やマザーグース、シェイクスピア、

その他もろもろの英語以前に知って置くべき常識的なことが書かれています。第三章はアメリカ人につ

いて、やはり知っておくべき常識が並びます。後半も興味深かったです。 
 
英会話どうする  
http://www.amazon.co.jp/dp/4768468608/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 

 書評：「笑うニューヨークDANGER」 

 
笑うニューヨーク DANGER という本を読みました。 
 
ニューヨーク在住15年のグラフィックデザイナー竹内玲子さんによるニューヨーク生活の記録ですな。

病院体験記、タクシーについて、ブラインドデート、NYU の英会話学校、日本にも進出したあのドー

ナツなど、ニューヨーク生活に憧れている人には面白い本だと思います。アメリカ人は結構いい加減だ

なあと感じました。シリーズ物なので他のも読んでみます。 
 
笑うニューヨーク DANGER 
http://www.amazon.co.jp/dp/4062747766/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 
 

 書評：「目にあまる英語バカ」 

 
「目にあまる英語バカ」という本を読みました。 
 
この本を書店で見かけたときは、まさに自分のことだとうれしくなりました。今、巷には色々な英語学

習本や教材、スクールなどがありますが、もうこの本でとどめをさされたと言ってよいです。著者は英

語に関する日本の様々な現象を切りまくります。 
 
なぜ日本人はこうも英語が下手なのか。 
 → それは日本人には必要がないから。 
 

http://www.amazon.co.jp/dp/4768468608/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4062747766/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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必要がないのになぜこうも多くの人が英語を勉強するのか？ 
 → 白人コンプレックス、西洋コンプレックスのため。 
 
日本人は学校で 10 年勉強しても英語が上達しないのはなぜ？ 
 → 実際には勉強していないから。勉強時間が足りない。 
 
 
巷にある様々な英語本や教材もメッタ斬りします。特に面白かったのは、「英語は絶対勉強するな！」

という本に対する「こんなことするくらいなら、できなくていい」というコメント。確かに、確かにあ

そこまでは普通の人はできません。そんな著者がいう、絶対に英語が上達する方法とは、 
 
「テレビかラジオ英会話をベースに毎日 3 時間を一年間続けること。 または一時間を絶えることなく

三年間。自学でゆるむことなく 「継続」しなさい」 
  
だそうです。結局ラジオ講座ですねーー。我々は間違っていなかった！ まさに、「伸ばしたい!英語力

―あきらめない限り必ず伸びる」です。 
 
目にあまる英語バカ 勢古 浩爾 
価格：￥ 1,260(定価：￥ 1,260) 
http://www.amazon.co.jp/dp/4883203832/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 

 書評：「英会話学校に行かない人ほど、うまくなる」 

 
「英会話学校に行かない人ほど、うまくなる」という本を読みました。 
 
サラリーマンをやめて 30 歳でアメリカ留学をし、ニューヨーク州立大学で MBA を取得、現在は、英

語教室、翻訳会社を設立し、英語発音.com(http://www.eigo820.com)という発音学習サイトを運営され

ている古市幸雄さんの著書です。 
 
「英語を習得する学習法で一番効率がよく、 も上達する確率が高いのは、英語の勉強時間をふやすこ

と」であるという言葉に、意を強くしました。 
 
Reading では The Wall Street Journal が Time や New York Times よりもオススメされています。理

由は平易だからです。逆に Time などは意図的に難しく書いてあり学習者には不適であるそうです。 
 
Listening ではテレビドラマを見ながら段階的に難易度を高めていく方法が提示されています。 
 
「英語を習得したければ、英語の習得を目的にしないでください」という言葉も考えさせられました。 

http://www.amazon.co.jp/dp/4883203832/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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英会話学校に行かない人ほど、うまくなる 古市幸雄(著) 
価格：￥ 1,680 
http://www.amazon.co.jp/dp/447898087X/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 
 

 書評：「レイコ＠チョート校」 

 
小学 6 年生で英検 1 級を取得し、中 1 で TOEEL670、中 2 で TOEIC975 を獲得。全米トップ 3 に入る

といわれるプレップスクール、チョート ローズマリー ホールに 15 歳で入学した岡崎玲子さんの留学

生活を描いたレイコ＠チョート校」を読みました。 
 
この学校は学力だけでなく「人間性を重視したトータル教育」を実践しているそうです。なるほど、非

常に優れた教育を行っています。 
学校生活も高度な教育のみならず、人間力を育むイベントが目白押しで楽しそうですね。ただ、すごく

学費は高そうです。 
 
高校というより大学生活という印象を受けました。いやあ面白かった。 
 
 
レイコ@チョート校―アメリカ東部名門プレップスクールの 16 歳 
岡崎 玲子 
価格：￥ 735 (定価：￥ 735) 
http://www.amazon.co.jp/dp/4087201147/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 
 

 書評：「9.11 ジェネレーション―米国留学中の女子高生が学んだ「戦争」」 

 
9.11 ジェネレーション―米国留学中の女子高生が学んだ「戦争」 岡崎 玲子 (著) を読みました。「レイ

コ@チョート校」に続く第二弾ですが、前作の楽しい学校生活とは異なり、アメリカ同時多発テロ事件

に続くイラク戦争についてまじめに書かれたものです。 
 
学校生活が基本ですが、9/11 以降はこれに関するディスカッションが学内でも数多く行われたようです。

内容は非常に高度で、これが高校生が書いたものなのだろうかと思いました。 
 
9・11 ジェネレーション―米国留学中の女子高生が学んだ「戦争」岡崎 玲子 

http://www.amazon.co.jp/dp/447898087X/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4087201147/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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http://www.amazon.co.jp/dp/408720233X/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 
 

 書評：「英語は楽しく使うもの」 

 
ＧＷいかがお過ごしでしょうか。 
 
ここらで新たな学習法でも仕入れましょうか（←英語ばか）ということで、またまた英語本のご紹介で

す。「英語は楽しく使うもの」という本を読みました。 
 
愛知淑徳大学の松本教授によって書かれたこの英語学習法の本は、副題に「インターネットが可能とし

た 新英語習得法」とあります。なかなか興味をそそるタイトルです。朝日出版社の発行です。 
 
そう！ 例文が満載のパソコン英和/和英電子辞書E-DICの出版社です。本書でもE-DICの活用術、特に

楽 し く Writing を 学 習 す る 方 法 も 書 か れ て い ま す 。 本 書 で は 英 語 の 4 分 野 、

Listening, Reading, Speaking, Writingについて網羅されています。Listeningのコツは 35 ページにあ

ります（本を読んでね）。 
 
Readingは速く読むことが重要であるそうです。Webを使ってInputをOutputにつながるように自分な

りの英文をMS-Wordで整理していく方法は面白そうだと思いました。 
 
Speakingについては決まり文句は覚えるしかない、しかしそれぞれの状況でひとつの表現でよい、とい

う所に共感し、肩の荷が下りた気がしました。また決まり文句は問答無用で覚えるしかないなとあらた

めて思いました。 
 
WritingはE-DICの活用法が書かれてあります。私もWriters' WorkshopでE-DICを毎月活用しています。 
 
他にインターネットのサイトの紹介がかなり充実しています。全体的によくまとまった英語学習書だと

思いました。 
 
 
英語は楽しく使うもの インターネットが可能にした 新英語習得法 
松本 青也 
価格：￥ 1,260 (定価：￥ 1,260) 
http://www.amazon.co.jp/dp/4255003742/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22

 

http://www.amazon.co.jp/dp/408720233X/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4255003742/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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 書評：「これが正しい！英語学習法」 

 
「これが正しい！英語学習法」という本を読みました。 
 
テレビでのお馴染みの斉藤兆史先生による「正統派英語学習法」です。中高校生向けに書かれた本です

が、大人の我々にも示唆を与えてくれます。自習方法として「英語を見たらとりあえず音読する」「同

じ文章を繰り返し音読する」「ひたすら書き写す」「細かいところまで注意しながら読む」「英文を暗唱

する」「多量の英文を読む」「丸暗記する」「英語の文章を書く」「視聴覚教材を活用する」「自分なりの

学習法を工夫する」という、ひたすら型の学習方法がオススメされています。 
 
本書で著者が本当に言いたいことは、 後のあたりに出てくる「英語を使う際の心構え」という節に出

てくる次の部分だと思いました。 
 
「これから国際対話の道具として英語を用いていくとすれば、それは、 私たちの考え方や文化をきち

んと伝えられるものでなければなりません。」 
 
 
これが正しい！英語学習法 
斉藤兆史著 
http://www.amazon.co.jp/dp/4480687505/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22

 

 書評：「レバレッジ リーディング」 

 
「レバレッジ リーディング」本田 直之 (著) を読みました。 
 
目から鱗の読書術。本（特にビジネス書）の中身を真に自分のモノにするための具体的テクニックです。

特に有用だったのは目的を持って読むということと、本を読みっぱなしにしないということ。 
 
目的を持って読むことに関しては、私は 近ある目的のために同じテーマの本を何冊か読みましたが、

意外とテーマの全体像を得られたという経験と一致します。 
 
後者は、本の中で気になる箇所に下線等を引き、後でメモにして、そのメモを読み返し自分の血肉にす

るというやり方が書かれてあります。 
 
本に線を引くなどとてもできそうにはないですが、コレクションとして本を本棚に飾っていてもしょう

がないという考えをすると、この方法も実用的であるといえます。 
 

http://www.amazon.co.jp/dp/4480687505/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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レバレッジ リーディング 
http://www.amazon.co.jp/dp/4492042695/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22

 
 

 書評：「組織内一人親方のすすめ―プロ人材に自分で育つ方法」 

 
「組織内一人親方のすすめ―プロ人材に自分で育つ方法」という本を読みました。 
 
巷で話題のホワイトカラーエグゼプション。この本の中にアメリカの子会社に出向した総務担当者の経

験が書かれてありました。アメリカではエグゼンプト（管理的労働者; exempt）と呼ばれる組合員では

ない、時間外手当てが支払われない人がいて、それはマネージャー、監督者、そしてプロフェッショナ

ルの人たちだというのです。 
 
大学卒業者はだいたいプロフェッショナルとみなされるそうです。日本とはずいぶん違うなあと思いま

した。 
 
また、この本では、計画された偶然性（Planned Happenstance）という言葉が出てくるのですが、こ

の言葉をご存知でしょうか。これは、キャリア開発において用いられる言葉です。 
 
近では将来は予測不可能になってきたので、どんなことが起ころうともそれに備えられるようにして

おくことが重要である。 
また、日頃から自分の興味範囲を広げて備えておくことなどで、良い偶然を呼び込むことができるとい

うことであると理解しました。 
 
若い方にはぜひご一読をオススメします。 
 
組織内一人親方のすすめ―プロ人材に自分で育つ方法  
関島 康雄 (著)  
http://www.amazon.co.jp/dp/4818525111/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22 
 
著者の関島さんのコラムを下記で読むことができます。 
 
特集 ：一人親方度で決める自分と組織との距離） 
http://www.mia.co.jp/features/feature_15.html 
 
 
また、計画された偶然性（Planned Happenstance）については下記のサイトでSFCの講義をビデオで

http://www.amazon.co.jp/dp/4492042695/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4818525111/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://www.mia.co.jp/features/feature_15.html
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見ることができます。１時間ほどの講義ですが、ためになりました。 
 
慶応義塾大学 総合政策学部 花田光世教授 
組織コミュニケーション 
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2004_14278/slides/12/

 

 書評：「使える金融英語 100 のフレーズ」 

 
使える金融英語 100 のフレーズ 柴田真一著を読みました。この本、ビジ英読者の方には一押しでオス

スメです。 
 
金融や経済ニュースで使われる 100 の表現を取り上げ、著者の解説とフレーズにより使い方を学ぶとい

う構成です。取り上げられる単語がビジ英とかなりかぶっているのでうれしくなりました。 
 
take hold （勢い、流れなどが）持続する、継続する 
underpin 支える 
weather （困難を）切り抜ける、耐え抜く 
paint a rosy picture バラ色の絵を描く（明るい見通しを立てる） 
turn around （会社の業績や経済が）好転する 
 
これが 初の５つの表現です。これらの表現はすでに皆さんも知っているかもしれません。しかし本当

に身についているかというといかがでしょうか。この本で読み直すとニュアンス的な所が理解できます。

非常に優れた本であるといえるでしょう。著者はロンドン在住の証券マンです。このまえオフ会があっ

たのですが、行きそびれました。 
 
使える金融英語 100 のフレーズ 柴田 真一 
価格：￥ 1,890 
http://www.amazon.co.jp/dp/4492653589/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22

 

 書評：「新TOEICテスト 直前の技術」 

 
先日、会社でTOEICを受けました。IPテストなのでまだ旧形式のテストでした。それも今回で 後、次

回からは新形式に変わります。 
 
さて、今回は事前に「新TOEICテスト 直前の技術 スコアが上がりやすい順に学ぶ」というテキスト

をやっておいたので、いわゆるTOEICのための即効性のある「技術」を使うことが出来ました。今回特

に有用だったのは次のテクニック。 

http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2004_14278/slides/12/
http://www.amazon.co.jp/dp/4492653589/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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----- 
Part 3 とPart 4 は、「問題文の先読み」が大事である。 
このためにマークシートは塗らずに印だけつけておく。 
その間に次の問題を読んでおく。 
設問は「森」の問題と「木」の問題に分ける。 
リーディングパートが始まったらマークシートを塗る。 
---- 
 
このテクニックのおかげで、かなり自信をもってPart 3 とPart 4 を答えることが出来ました。 
 
新TOEICテスト 直前の技術 スコアが上がりやすい順に学ぶ 
http://www.amazon.co.jp/dp/4757411219/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22 
 
オススメです。 
 

 書評：「英語の発想がよくわかる表現 50」 

 
英語の発想がよくわかる表現 50 行方 昭夫 (著) を読みました。岩波ジュニア新書という高校生向けの英

語の勘所を書いた本です。著者は 1931 年生まれの英米文学専攻の東大名誉教授です。 
 
あまり聴くことのない、そして日本人にはにじみにくい英語の文法が５０ほど解説されています。高校

生向けですから文章はわかりやすく、役に立つ部分もたくさんありました。 
 
特に印象に残っているのは「of は「の」だと思いこまないで！」という章です。of が主格と目的格の両

方になりうるというのです。 
 
例えば、She believes in the existence of ghosts. ではofは主格です。これは通常の解釈で問題なく、幽

霊の存在、となります。しかし、Tom's love of his mother was really touching.ではofは目的格です。 
 
love of his motherは母の愛ではなく、母への愛、となります。これは江川泰一郎先生の「英文法解説」

にも名詞構文として載っていました。 
 
普段、英語を英語のまま感覚で読み、わからないところは飛ばしてしまうこともままあるのですが、文

法談義もたまには興味深いものです。 
 
英語の発想がよくわかる表現 50 
http://www.amazon.co.jp/dp/4005005020/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22  

http://www.amazon.co.jp/dp/4757411219/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4005005020/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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 書評：「知的な英語、好かれる英語」 

 
「知的な英語、好かれる英語」という本を読みました。ニューヨークに長く在住している著者による、

状況に応じた正しい英語と振舞い方についての本です。 
 
 - 英語は決して直接的な言い方だけの言葉ではなく、時と場所に応じた 言い方をしないと相手に失礼に

なる。 
 - 相手を尊重した言い方により自分の扱いが変わる 
 - I wanna なんてのは学生言葉であるから大人は使ってはだめ。 
 - パーティーでは正しい振舞い方がある。 
 - レストランでの基本マナー（ナイフとフォーク以外）。 
 
など、ためになりました。 
 
知的な英語、好かれる英語 
田村 明子 (著) 
http://www.amazon.co.jp/dp/4140881259/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22

http://www.amazon.co.jp/dp/4140881259/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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4. Podcast 
 
Poscast の番組の紹介です。 
 

 Podcast: eChat Vancouver 
 
私も毎日聞いている、ポッドキャスト英会話 「eChat Vancouver」がバンクーバー往復航空券をプレゼ

ント中ですよ2。 
http://syndy.jp/campaign/20080101/
 
eChat Vancouver の Yuko さんのブログも始まりました。 
 
http://syndy.jp/blog/
 

 Podcast：新人SEユウジ君のIT英語奮闘記 

 
皆さんの中に SE の人はいらっしゃいますか？ こんな Podcast をどうぞ。 
 
新人 SE ユウジ君の IT 英語奮闘記 
http://eureka-i.jp/f/ctc01/
 
提供は CTC でした。 
 
 

 Podcast：eChat英会話ガジェット 

 
Windows VISTA をお使いの方、VISTA 用サイドバーガジェットとしてサン電子から「eChat 英会話ガ

ジェット」が無料配布されています。 
 
これを使うと eChat バンクーバーを自動的にダウンロードし聞くことができます。このガジェットの見

た目は Talkmaster2 にそっくり。 
 
http://suntac.jp/news/070810/

                                                  
2 現在は終了しています 

http://syndy.jp/campaign/20080101/
http://syndy.jp/blog/
http://eureka-i.jp/f/ctc01/
http://suntac.jp/news/070810/
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 Podcast：Listen-IT 

 
Podcast のサイトをご紹介します。 
 
今回は IT 特化型リスニングサイトの Listen-IT です。 
http://www.listen-it.com/
 
毎回、3 行くらいのスピーチを取り上げ、発音を詳しく解説していきます。発音の大切さを再確認でき

ます。題材は IT 関連のネイティブのスピーチが多く、Google などの IT 企業がよく出てきます。 
 
私はいつこの Podcast を登録したのか忘れていて、2,3 度 Podcast を聞いた限りでは、解説の女性は英

語の先生だろうとてっきり思っていました。 
 
しかし、今回、サイトを見てみると、渡辺千賀さんが運営していたのでした。渡辺千賀さんといえば、

http://www.chikawatanabe.com/ このサイトで有名ですね。 
 

 Podcast：大阪府立大学外国語学習Podcast 

 
大阪府立大学外国語学習 Podcast のご紹介です。 
 
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/
 
英語を含む 5 ヶ国語があります。シンプルな内容で、英語は海外旅行英会話です。 
 

 Podcast：水戸から、世界へ 

 
水戸から、世界へ 
From Mito to the World 
 
主婦、芝山有宇子さんによる英語学習のブログと、英語日記が Podcast で配信です。一般の英語学習者

（だと、思うのですが。。）、Podcast で音声ブログ、これは新しい試みですねー。 
 
http://blog.eigotown.com/Yuko_Shibayama/
 

http://www.listen-it.com/
http://www.chikawatanabe.com/
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/
http://blog.eigotown.com/Yuko_Shibayama/


伸ばしたい！英語力 あきらめないための英語勉強法 

30 

こちらが Podcast 
http://englishfreak.seesaa.net/
 
 

 Podcast：Akiko’s Adventures in Ireland～アキコのアイルランド滞在記 

 
いつも聞いている英語タウンのポッドキャストの英語のヒントシリーズに新しい英語ドラマが始まり

ました。全 12 話で 3 ヶ月間です。6 年間勤めていた会社を辞め、アイルランドへ語学留学することに

したアキコ 29 歳。どんな留学生活が待っているのでしょうか。 
 
Akiko’s Adventures in Ireland～アキコのアイルランド滞在記 
http://blog.eigotown.com/podcast/eigonohint/ 
 
この企画、日本アイルランド外交関係樹立 50 周年を記念してのことだそうです。アイルランドはワー

ホリでも人気みたいです。 

http://englishfreak.seesaa.net/
http://blog.eigotown.com/podcast/eigonohint/
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5. 話題 
英語に関するちょっとした話題提供です。中には英語に関係ないものも含まれています。 

 話題：ちょいネタ 

 
ベルリン動物園で白クマ、クヌートが生まれたのは2006年12月でした。あのかわいかったクヌートも、

いまや立派な白クマになりました。成長の記録を写真でどうぞ。 
 
http://jp.reuters.com/news/pictures/slideshow?collectionId=1316
 
 

 話題：大阪出張 

 
大阪に出張に行ってきました。小汚い鉄板焼き屋でのとん平焼き、うまーー。とん平焼き、初めて食べ

ました。豚を焼いて卵で巻いてソースを絡めたものでした。 
 
帰りは夜行寝台急行銀河に載りました。もうすぐ廃止になるということで、今回を機会に乗っておきま

した。大阪から東京まで 8 時間をかけるという、今どきない前時代的な乗り物ですが、「旅」を感じら

れる列車でした。 
 
 

 話題：英字新聞のこんな使い方 

 
英字新聞のこんな使い方があったのですね！ 
 
待ち合わせの目印に 適な“ペーパー” 
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0712/06/news139.html
 
 

 話題：忘年会 

 
忘年会シーズンで飲むことが多くなってきました。先日東京駅の近くのガード下のような感じの居酒屋

で飲んだ時のことです。 
 

http://jp.reuters.com/news/pictures/slideshow?collectionId=1316
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0712/06/news139.html
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初に出てきたお通しの鰯が、私が家でよく食べる鰯の缶詰（100 円）と味が非常に似ているのです。 
 
ここで、あれっと思いました。 
 
また、注文したものが出てくるのが非常に早いのです。店自体は結構込んでいるのにです。さらに会計

がリーズナブルで安い！（3000 円位） 近は、早い、安い、といっても喜んでばかりはいられません。

安いのは安いなりの理由があるのだと思うようになりましたね。 
 
と、思っていたら、有名居酒屋チェーン店で馬肉に脂を注入して霜降り馬肉として販売していた事件が

発覚しました。やはりあれは鰯の缶詰だったのだろうという思いが確信に変わった瞬間でした。（偽装

ではありませんが） 
 

 話題：ビジネス英会話のテキスト 4 冊を 60 円で手に入れる方法 

 
ビジネス英会話のテキスト 4 冊を 60 円で手に入れる方法をお教えしましょう。 
 
雑誌のオンライン書店Fujisan.co.jpではただ今レビューを書いた全員に合計 1500 円分のギフト券がも

らえます。これは通常の 3 倍の大判振る舞いとなっています。 
 
そこで、ビジネス英会話のテキストを 4 冊買うと 1560 円（送料込み）なのでギフト券を使うと、理論

上 60 円で 4 か月分購入できるのです。さあ、あなたも Fujisan.co.jp でレビューを書いてがっつりもう

けよう！ 
 
ここからレビューが書けます。 
 
http://www.fujisan.co.jp/Product/1281679920/ap-sanhyoku
 
レビュー対象はビジネス英会話以外の本や雑誌でもかまいません。 
 
 
。。。と思ってさっそくレビューを書いたら、こんなギフト券が E メールで送られてきました。 
 
◆◆500 円ギフト券◆◆ 
（5,000 円以上のご注文にご利用いただけます） 
◆◆1,000 円ギフト券◆◆ 
（10,000 円以上のご注文にご利用いただけます） 
 
 

http://www.fujisan.co.jp/Product/1281679920/ap-sanhyoku
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ビジ英 1 年分でも 4680 円なので 500 円ギフト券すら使えない！！ 
 
ぎゃふん 
 

 話題：携帯電話でNHKビジネス英会話 

 
ついに、携帯電話で NHK ビジネス英会話が勉強できるサービスが 12 月 3 日より始まりました。毎週

月曜日に前週の 3 つの放送を再構成した 15 分の音声とテキスト、イラストが配信されます。 
 
ただし、「DoCoMo FOMA705i シリーズ」のみで、「月額 735 円」です。 
 
NHK ラジオ語学講座のコンテンツを携帯電話向けに配信開始 
http://help.goo.ne.jp/info/detail/1049/
 
どこでも語学！ 
http://bb.goo.ne.jp/special/gogaku/
 

 話題：手帳 

 
そろそろ来年の手帳をどうしようかと考える季節となりました。今年は上司手帳を使いましたが、来年

は変えようかなと。英語だと英語手帳が昨年から出てますね。２００８年度バージョンもあるようです。

私は、ほぼ日手帳にしてみようかなと思います。 
 
色々と手帳を調べるうちに見つけた「百円ノートでスーパー手帳」はすごいです。アナログですが使え

そうなアイデアです。 
 
百円ノートでスーパー手帳 
http://communication21.biz/memo/
 
Amazon 限定カラー 英語手帳 My English Organizer 2008(アイボリー)神田 昌典 
http://www.amazon.co.jp/dp/4896845897/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 
上司手帳ディスカヴァー・クリエイティブ・グループ 
http://www.amazon.co.jp/dp/4887593767/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 
ほぼ日手帳 
http://www.1101.com/store/techo/index.html

http://help.goo.ne.jp/info/detail/1049/
http://bb.goo.ne.jp/special/gogaku/
http://communication21.biz/memo/
http://www.amazon.co.jp/dp/4896845897/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4887593767/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://www.1101.com/store/techo/index.html
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来年の手帳を手帳売り場で 1 時間思案した結果、能率ダイアリータイムデザイナーB6 にしました。 
 
選んだポイントは以下の通り。 
 - １日の予定を縦軸の時間割に沿って記入できる、いわゆる バ－チカルタイプである 
  - 一週間を見開きで眺められる 
  - ノート機能は不要である（これは超メモ術でやるつもり） 
要はスケジュールさえ管理できれば良いということでした。 
 
これはイーウーマンとのコラボ商品です。 
http://bt.jmam.co.jp/bizstyle/tm/timedesigner.html
 
佐々木かをりの手帳術という本でこの手帳の使い方が書いてあるそうなので読んでみる予定です。 
 

 話題：発音の話 

 
日経ビジネスオンライン Podcast の話 
 
かなり以前より上記の Podcast を聞いています。今週は、ヒューレットパッカード会長のマーク ハー

ド氏へのインタビューの時の話を編集長がしていました。 
 
ＨＰ社はパソコンやプリンタなどのハードウェアで業績を伸ばしていることから、「ハードさんだけに

ハードで稼いでいるわけですね」というジョークを編集長がしたそうですが、あまり受けなかったそう

です。 
 
それもそのはず、Mark Hurd のハードと hardware のハードは発音が違うので、アメリカ人にはジョ

ークにならないのでは？と密かに思いました。 
 

 話題：How to Make Bento 

 
http://japundit.com/ で知りましたが、弁当の作り方、です。 
 
How to Make Bento 
http://www.wikihow.com/Make-Bento
 
4:3:2:1 ratio なんてあったのですね。4 がごはん、3 がおかず、2 が野菜で、1 が漬物だそう。 
 

http://bt.jmam.co.jp/bizstyle/tm/timedesigner.html
http://japundit.com/
http://www.wikihow.com/Make-Bento
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 話題：バンビーノ 

 
ドラマ「バンビーノ」が終りましたね。 
 
ビックコミックスピリッツでも毎週楽しみにしている漫画のドラマ版でしたが、なかなか原作の雰囲気

を再現していました。舞台はトラットリア バッカナーレというイタリアンレストランです。 
 
コウビルドでは、A trattoria is an Italian restrant. とあり、和英辞書によるとトラットリアはイタリ

アの大衆レストランということです。 
 
リストランテ ristorante というイタリアンもありますが、ODE によると、an Italian restaurant で
同じくイタリ料理店とあり、しかし、こちらは trattoria よりは高級なレストランという 
ことなのでしょう。 
 
 

 話題：iPhone 

 
6 月 29 日に iPhone が発売されます。 
 
http://www.apple.com/iphone/ 
 
iPhone TV ads というビデオをみてみましょう。iPhone は単なる電話ではないですね。iPod、Web ブ

ラウザ、メール、地図などが何でもできる端末のようです。 
 
これに感動したなら、iPhone. A guided tour でさらに詳しく機能をみてみましょう。 
 
http://www.apple.com/iphone/usingiphone/guidedtour.html
 
これ、すごく欲しくなりますね。ユーザインタフェースが感動モノです。日本では発売されないのです

かね。 
 
Macworld Conference & Expo 2007 での Steve Jobs の keynote address もどうぞ 
 
http://www.apple.com/quicktime/qtv/mwsf07/
 
 

http://www.apple.com/iphone/
http://www.apple.com/iphone/usingiphone/guidedtour.html
http://www.apple.com/quicktime/qtv/mwsf07/
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 話題：鳥取で英語カフェ 

 
ところで、鳥取の方はいらっしゃいますか？ 今年 2 月の記事ですが金曜夜に英会話カフェが開かれて

いるそうです。今でも続いていますかねー。 
 
金曜夜はカフェで英会話 鳥大院生企画のサロン 
http://www.nnn.co.jp/news/070211/20070211008.html
 
 

 話題：英文ライティングソフト 

 
今回は月に一度の英作文のコーナーです。 
 
英作文は日本人には難しいですね。書いた英文が正しいかどうか自分ではわかりませんからね。そこで

こんなソフトはいかがでしょう。WhiteSmoke 英文ライティングソフトというものですが、自動的にリ

ライトしてくれるそうです。 
 
http://www.rakurakueigo.jp/index.html
 
価格は 1 万円からとなっており、冒険してみてもいい感じです。 
 

 話題：英語落語 

 
今日、中野まで馬越先生の英語落語を観に行きました。会場は大入り満員でした。 
 
英語落語は初めての経験でしたが、皆さんなかなかわかりやすい英語で話してくれて楽しめました。英

語ではなくジョークの意味がわからなかった所もありましたが。 
 
唯一のプロ落語家、桂かい枝さんは南京玉すだれを英語でやってくれました。 
 
で、馬越先生ですが、日本に初めて来たアメリカ人青年ジェフ君の異文化体験といったお話で、なるほ

どと頷けるお話でした。馬越先生は初めての英語落語への挑戦だったそうですが、初めてとは思えない

流暢さ（あたりまえ）でした。 
 

http://www.nnn.co.jp/news/070211/20070211008.html
http://www.rakurakueigo.jp/index.html
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 話題：英語でプレゼン 

 
今日、会社で久しぶりに英語プレゼンをしました。他の人の仕事の内容も含まれていたので、その部分

は、しゃべりの原稿を作ってもらい、前日になんとなく読んだりして身体に染み込ませ、しかし、本番

では適当に口から出るまましゃべっていました。人の原稿というものは覚えられないものですね。 
 
プレゼン場所がこれまで足を踏み入れたこともない禁断の役員専用フロアでした。役員専用エレベータ

で役員専用フロアへ行き、役員専用応接室で禁断の役員秘書にコーヒーを入れてもらいました。 
 
プレゼン後は役員専用レストランのカレーライスを役員の方と頂きました。 初から 後まであなたの

知らない世界、という感じ。会社訪問で初めて会社に来たときのような感じでしたね。 
 
この役員さんが英語ぺーらぺらで驚きました。英語がしゃべれるというレベルではなく、非常にスムー

ズに口からほとばしるという感じでした。 
 
さすが役員までなる人は違うにゃぁと感心しました。 
 

 話題：リスナーの集い 

 
「ビジネス英会話 リスナーの集い」に行ってきました。今年も 100 人程度の参加者があったようです。 
 
杉田信者が集まる、年に一度の恒例行事のようになってきたリスナーの集いですが、今回で 8 回目だそ

うです。 
 
ラジオ講座の一年が始まるちょうど切れ目のこの時期にこのような会に参加し、これから一年をまたビ

ジ英やってみよ、という気が起きました。 
 
私もメルマガの読者の方や、英語関係の多くの知り合いにお会いすることが出来ました。 
 
場所は有楽町の日本外国特派員協会という所で、出された料理も非常に美味しかったです。 
 
杉田先生は、参加者の皆さんとそれぞれ時間をたっぷりと取って、お話されたり、サインしたり、写真

を取ったりと、まるでファンの集いという感じでした。 
 
私も松下クリスさんとはじめて会話させてもらいました。 
 
杉田先生の掲示板で先生自ら感想を書き込まれています。 
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http://www.ethospathoslogos.com/ 
 
皆さんも都合が付けば来年ご参加ください。 
 
ゲストの田尻悟郎先生のNHK番組を見ましたが、フォニックスというのでしょうか、アルファベット

と発音の関係を使って、子どもに発音を教える第 2回を見て、これを私も 初に習っておきたかったな、

と思いました。 
 
リスナーの集いで司会をされていたのは通訳家、翻訳家、文筆家の寺田真理子さんでした。 
 
寺田さんは下のサイトで通訳者向けに「マリコがゆく」というコラムを書いてらっしゃいます。第 50
回まであります。先ほど全部読んでみました。知られざる通訳者の日常がわかりますよ。 
 
http://www.ten-nine.co.jp/hc/mariko/

 
 

 話題：4 月号テキストの表紙 

 
語学テキストはみんな黄色で見分けが付きにくいですね。 
 
他の語学関連ブログやメルマガでも「どのテキストも同じようで驚いた」とか、「書店でも顧客に間違

えないように注意喚起していた」などと、否定的な意見が多いです。 
 
しかし、今年度の紫色のテキストも 初はどうかと思いましたから、要は慣れの問題かもしれません。 
 

 話題：月刊CDの音声ダウンロード販売 

 
新井さんのブログからの情報です。 
  
4 月からの徹底トレーニング英会話とビジ英の月刊CDがダウンロード販売されるようになりましたが、

これが非常に使いにくいコンテンツに仕上がっているそうです。 
 
iTunes Storeで購入する場合は、全体が一冊の「オーディオブック」になっており、トラックに分かれ

ていないようです。 
 
つまり、部分的に繰り返し聞くといったことがやりにくいそうです。これはいけませんね。 
 

http://www.ethospathoslogos.com/
http://www.ten-nine.co.jp/hc/mariko/
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そういえばiPodでPodcastを聴く場合もAB間リピートはできないですね。iPodはそんなものだと思って

いましたが、やはり繰り返し聴く機能は欲しいです。 
 
せめてトラック分けされていれば、トラック単位で繰り返し聴くことが出来て便利なのですが、なぜ

NHKはそうしないのでしょう。 
 
一方、mora経由でソニーのケイタイプレーヤーで聴く場合はトラック分けがされているようです。 
 
 NHK英会話特集 音楽ダウンロード・メガサイト Mora [モーラ] 
 http://mora.jp/genrepage/all/J-420_1.html
 
 
以上、また聞き情報でした。 
 

 話題：通訳案内士（英語）合格 

通訳案内士（英語）に合格しましたーー 
 
昨日ハローから電報が届いていました。忘れましたけど何かの時に受験番号をハローに登録していたの

でしょうね。ハロー関係者は合格祝賀会に行くことができるそうで、先日祝賀会への申し込みハガキも

届いていました。私も関係者なのかな？ ハローの講座は受けていませんが、ハローのメルマガとブロ

グとテキストにはお世話になりました。合格祝賀会に行ってビジ英のテキストの広告にちっちゃく写ろ

うかな。 
 
私の参加している英語勉強会からも他にお二人が今回合格しましたが、3 人とも英検 1 級保持による英

語免除組でした。非常にラッキーでした。 
 

 話題：ハローの合格祝賀会 

 
日曜日にハロー通訳ガイド合格祝賀会に新宿まで行ってきました。私はハローに通ったことはなく、ハ

ローの Web サイトからテキストを買ったことから、めでたくハロー関係者となり、今回招待されたも

のです。 
 
会場では合格者の皆さんのスピーチの中で、いかにハローの授業がすばらしいか、強い意志が合格に導

いたなど、何かを成し遂げた人だけが言える力強い言葉を聴くことができました。 
 
今回の通訳ガイド試験の制度改革の恩恵と、何かの間違いで合格してしまった私は身の置き所に困りま

した。わんわんわわん。 

http://mora.jp/genrepage/all/J-420_1.html
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学院長先生のスピーチの中で、通訳ガイドをこんなに増やしてこの先どうするのだという懸念も聞かれ

ました。外国人観光客が着実に増えてくれないと、ガイドのみを増やしてもガイドが供給過剰になるだ

けでガイド業もますます仕事がやりにくくなるのは物の道理ですね。 
 

 話題：ハロー通訳アカデミーの広告 

ビジ英のテキストの 後のページに、ハロー通訳アカデミーの広告があります。 
 
今年の３月に行われた東京校の合格祝賀会に私も参加しました。目的は、ずばり、このページの写真に

写るためです。 
 
毎月いつ載るかと見ていましたが、7 月号に載っていました。しかしあまりに小さすぎて、顔の判別は

できません。上から２、３列目の一番左の黒い服が私です。 
 

 話題：ALCの英辞朗 

 
私も毎日聞いているポッドキャスト eChat Vancouver 
http://syndy.jp/podcasting/echat/index.html 
 
の 近の放送で電子辞書の話がでました。 
 
MCのYukoさんが、オンラインのALCの英辞朗を便利な辞書だと紹介しましたが、たまに英語に間違い

があるとのことです。気をつけましょう。 
 

 話題：ファーストバイト 

 
日曜日に部下の結婚式の二次会に出席しました。銀座のこじゃれたレストランで、料理はまあおいしか

ったです。 
 
ケーキカットの後、ファーストバイトといってお互いにケーキを食べさせ合う儀式がありました。初め

て見ましたが、 近の結婚式はこういうイベントがあるんですね。 
 
ファーストバイトには、「新郎から新婦へ一生食べさせますよ。新婦から新郎に一生美味しいものを作

りますよ。」と言う意味があるそうです。 
 

http://syndy.jp/podcasting/echat/index.html
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 話題：アマゾン英語学習書ベスト１０ 

 
オンライン書店のアマゾンが昨年の英語学習書のベスト１０を発表しました。大西先生の著書が 4 冊ラ

ンクインしています。 
 
「ハートで感じる英文法―NHK3 か月トピック英会話」がトップ。いい番組でしたから納得ですね。 
 
Best Books of 2006 英語学習書ランキング  
http://tinyurl.com/y5z6d9

 

 話題：理想の職場 

 
全米で理想の職場の第一位にGoogleが選ばれたようですね。 
 
Googleが理想の職場トップに - マッサージチェアやゲームセンターを完備 
http://journal.mycom.co.jp/news/2007/01/09/381.html 
 
 
このMYCOMの記事の元になった英語の記事を読んでみましょう。 
 
FORTUNE Magazin's Top 100 Employers to Work For 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2007/index.html 
 
Googleで有名なのは無料の社員食堂ですね。Googleの他の福利厚生はどんなものなのでしょう？ 

The perks of being a Googlerには次のように書かれていました。 
 
自動車通勤者には、洗車サービス、オイル交換サービスがあります。ヘアカット、ジム、外国語レッス

ン、コンシェルジェサービスなどなど。会社で洗濯もできるし、犬も連れて来てもOK。 
 
うーん、うらましいー。 
 

 話題：英語完全征服 

 
韓国は日本と同じく英語学習が盛んですね。ハングルと日本語の分の構造は似ているので英語に対する

苦労は両国ともに同じようですね。そんな韓国での英語学習者を描いたラブコメ映画「英語完全征服」

が今ネットで無料で見られますよ。私、この英語を劇場で見ましたが、なかなか面白かったです。 

http://tinyurl.com/y5z6d9
http://journal.mycom.co.jp/news/2007/01/09/381.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2007/index.html
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こちらからどうぞ↓3 
 
BIGLOBE、2005 年 4 月に劇場公開した韓国映画「英語完全征服」を配信  
http://broadband.biglobe.ne.jp/program/index_englishcomplete.html

 

 話題：関係代名詞は代名詞である 

 
The scales drop from one's eyes. 
目から鱗（うろこ）がおちる 
 
今日、久しぶりに丸善丸の内本店に行きました。巨大書店の語学コーナーは、久しぶりでした。 
 
新しい語学書がたくさんあり、まるで森林浴。マイナスイオン（←エセ科学？）をいっぱい浴びてリフ

レッシュ。 
 
今日の収穫はAERA English 2007/3 月号です。 
 
以前から関係代名詞、特にin which だのwith whichだの、前置詞＋関係代名詞の形が苦手です。前か

ら読んでも、意味がすっと頭に入ってこないのです。  
 
AERA English 3 月号を読むまでは！ 
 
 
特集 3：ドラゴン桜式やり直し英文法で、鱗がぼろっと落ちました。 
 
「関係代名詞は代名詞である」←これ！ 
 
もう、in whichも恐くない！ 
 
詳しくはAERA English 3 月号をどうぞ。 
 
 
また、特集 1：TOEIC900 点ホルダーの-「公開!私の英語学習履歴」ではおすすめ勉強法としてNHKビ

ジネス英会話を複数の人が挙げていましたよ。 
 

                                                  
3現在は配信は終了しています 

http://broadband.biglobe.ne.jp/program/index_englishcomplete.html
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AERA English 2007 年 03 月号 
http://www.amazon.co.jp/dp/B000M53HL2/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22

 

 話題：転職に強い資格ベスト５ 

 
前回のY世代についてのレッスンで、すぐ転職をする若者、という話がありました。実際、転職に有利

な資格というものがあるらしいのです。 
 
転職に強い資格ベスト５[営業職編] 
http://news.livedoor.com/article/detail/2982867/ 
 
第一位はTOEICという結果です。ほんまかいな。 
 

 話題：新年の挨拶 

 
今年もビジネス英会話で一緒に勉強しましょう。 
 
1 月 2 日の深夜に教育テレビで、 
 
  世界のコトバで遊ぶ ～深夜の語学新年会～ 
 
という番組を見ました。 
 
語学好きにはたまらない番組でした。ＮＨＫの語学番組の先生が集まって新年会をするというものでし

た。 
 
放送の数時間前に知ったのでお知らせできませんでしたが、再放送があった際には、いち早くお知らせ

したいと思います。 
 
 

http://www.amazon.co.jp/dp/B000M53HL2/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
http://news.livedoor.com/article/detail/2982867/
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6. ビニエットから 
ビジネス英会話のテキストで取り上げられる話題を掘り下げました。 

 ビニエットから：ニンテンドーDS 

 
今回のビニエットに出てくる、日本で今年売れたゲーム機とは、やはりニンテンドーDS でしょうか。 
 
子ども向けのソフトというと何でしょうね。アルファママのおかげで売上がトップになったんですか？

知りませんでしたね。 
 
従来の遊びのゲームだけではなく、学習用のゲームソフトが DS にはありますね。脳を鍛えるものとか、

えいご漬けとか。中高生の勉強の暗記物のソフトも適しているような気がします。 
 

 ビニエットから：Type A behavior 

 
今日のビニエットに Type A behavior A 型行動様式、という言葉が出てきますが、日本人にも多いよう

です。 
 
http://www2.health.ne.jp/library/0700/w0700024.html
このページに色々と書いてありました。 
 
A 型行動パターンの行動面の特徴は以下の通りだそうです。 
 
爆発的で早口のしゃべり方 
多動である 
食事のスピードが速い 
一度に多くのことをやろうとする 
いら立ちを態度に表す 
挑戦的な言動 
 
こういう人は心臓病になりやすいということなので、気をつけましょう。 
 
 
タイプ C もありましたよ。こちらは日本人に多いといわれる周りに合わせてストレスをためるタイプで

す。 
 

http://www2.health.ne.jp/library/0700/w0700024.html
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http://www2.health.ne.jp/library/0700/w0700026.html
 

 ビニエットから：thank-you letter 

 
34 ページの「今回のビニェットから」に書かれてありますが、今日は「thank-you letter を書くことの

大切さ」について考えます。 
 
私自身これまで thank-you letter を書いたことはあまり記憶にありません。 近、仕事で社内の他部署

の方に時間を頂いて、打ち合わせをさせていただくことが多いのですが、thank-you letter を書いてい

ないことに気づきました。 
 
逆の立場で、thank-you letter をもらうことはあります。そんなときは悪い気はしないわけです。とい

うわけで今後は thank-you letter を書いてみようと思いました。 
 
 

 ビニエットから：Pitfalls of Multitasking 

 
前回のビジ英のテーマ、Pitfalls of Multitasking の話です。 
 
これまで私は仕事の途中で割り込みが入るとついそれを処理してしまうことが多かったように思いま

す。例えば、何か作業をしているときに、電子メールが届くとそのメールをつい読んでしまうのです。

作業は分割され、全体の効率は落ちていたに違いありません。集中力が落ちてきているのでしょうか。 
 
このビニエットを読んで、これからは一つの作業を継続してやっつけていきたいと思うようになりまし

た。 
 
渡辺千賀さんの Podcast の 新号で、マルチタスキングについて取り上げられていました。Ｅメールを

書いているときに話しかけられたら、メールを書くのはやめて会話に集中しなさいというものです。 
 
こちらで聞いてみて下さい。 
http://www.listen-it.com/archives/2007/11/vince_poscente.html
 

 ビニエットから：男脳、女脳 

 
男脳、女脳の違いをご存知ですか？ 
 

http://www2.health.ne.jp/library/0700/w0700026.html
http://www.listen-it.com/archives/2007/11/vince_poscente.html


伸ばしたい！英語力 あきらめないための英語勉強法 

46 

男は一度に二つのことを出来ず女は一度にたくさんのことができる、という違い。例えば、携帯電話で

話しながらメールを書く、など簡単に出来るのが女脳。両者の違いを理解することが相互理解のコツ、

かも。 
 
メール送信をミスった CEO と高橋修三はどちらも、男。今回のビニエットはそんなお話です。 
 

 ビニエットから：Eメールの作法 

 
メールのシグナチャに格言を書くのは以前は多くの人がしていたし、今でもたまに見かけます。 
 
大きなサイズの写真を添付するよりは問題は少ないと思いますけどね。ビニエットの人たちはなぜあん

なに憤慨しているのでしょうか。 
 
E メールの作法は色々とあるようですね。次回以降見ていきましょう。ビニエットでは、受信箱にメー

ルを溜め込むか、あるいは削除するかの二者択一で語られていますが、普通は既読メールを別フォルダ

に保存するのでないでしょうか？ 
 
受信箱、つまり in box に、何千通も溜め込むのは論外ですが、別のフォルダに移してアーカイブしてお

くことは誰でもやっていると思っていたのですが。 
 
返信済みのメールは削除するのがアメリカ企業の慣わしということなのでしょうか？私も会社では何

万通もアーカイブとして溜め込んでいます。 
 
Gmail では 2GB も容量があるのですべてのメールを消さずに保存できることを謳っていますね。 
 
フォルダという概念を知らないのかと前回思いましたが、今回はフォルダに細かく分類する人の話が出

ていますので、知っているようです。 
 
400 通のメールがたまっていて、そのすべてに返信しなければならない状況というのも不思議ですね。 
 
私の場合、ほとんどのメールはＣＣなので、返事をしなければならないメールはどれかを見分けるのが

苦労するところです。 
 
なんにしてもメールはためないことが一番です。 
 
ハインリックスの次の言葉は胸にしみました。 
 
It's easy to get trapped in mistaken multitasking. 
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メールの処理をしていると仕事をしている気分になってしまうものです。 
 
どこかで誰かが言っていましたが、メールの返事などは即効でパッと書いてしまえ。メールなどだらだ

らやるな、と。 誰だったかな。。 
 
 
 

 ビニエットから：携帯電話 

 
携帯電話騒動、というレッスンが始まりました。 
 
私も今週から携帯電話を新しくしました。ドコモから au に変えて機種は W52H の黒です。２日かかっ

て、やっとアドレス帳の赤外線による移行が完了しました。操作方法が全く変わってしまった＆分厚い

マニュアルを読む暇がないため、ほとんど機能を使えていません。 
 
ただ、ミニ辞書が入っていて、電車の中で英字新聞を読みながら単語を調べることができて便利です。

後は夢のワンセグですねー。 
 
夜 11 時台に放送されている NHK 教育テレビを録画して電車で見る予定です。今は録画しても見る暇

が全くなくたまる一方なので。 
 

 テキストから：写経 

 
11月号のテキストのReaders' Forumに「写経のようにテキスト本文を書き写しています。無駄のない、

正確な英語のなんと美しいことか！」という読者のお便りがあります。 
 
そこで、Be Nice (3)を写経してみました。一回だけでも結構時間がかかりますね。 
 
一文を読んで、書いて、書いたものを読んでということを繰り返すと、ビニエットにある一定時間強制

的に触れることができます。 
 
ビジ英のビニエットを深くつきあいた方はぜひ一度「写経」をどうぞ。 
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 テキストから：ドミニクチータムさんのエッセイ 

 
いよいよ 10 月となりました。2007 年度も下期の開始です。ビジ英も今日から 10 月号になりますが、9
月号の 後にドミニクチータムさんのエッセイを読んでおきましょう。 
 
イギリスで sleeper というと眠る人ではなくて、枕木の事だそうですね。日本では電車で眠る人が多い

のは外国人には七不思議だそうですが sleepers と呼ばれているようです。 
 
先日も大口を開けて寝ている人を電車で見かけました。気をつけたいものです。 
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7. ニュース 
色々なニュースに関してです。 

 ニュース：ブログ 10 週年 

 
ブログが 10 周年を迎えました。 
 
私自身は 2001 年 1 月 28 日に英語ブログ（日本語による）を始めました。私の web site は元々英語学

習要の掲示板のリンク集でした。 
ブログは weblog から来た言葉ですが、weblog とは何の略かご存知でしょうか。 
 
"logging" of interesting "web" sites です。 
 
weblog という言葉を作り出したのは 1997 年 12 月 17 日に、Jorn Barger という人だそうです。 
 
詳しくは BBC の記事をどうぞ。 
 
Weblogs rack up a decade of posts  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7147728.stm
 
 

 ニュース：携帯電話で翻訳 

 
携帯電話で翻訳が出来るようになったそうです。 
 
日本語で話せば、英語が表示されるという夢のようなことができるようになりました。 
 
「英検準１級程度の能力」があるそうです。 
 
一度使ってみたいですねー。 
 
 
ケータイに話せば英語へ翻訳 ドコモが新サービス開始 
http://www.asahi.com/business/update/1127/OSK200711270030.html
 
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7147728.stm
http://www.asahi.com/business/update/1127/OSK200711270030.html
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 ニュース：ぼったくり 

 
英語でしゃべらナイトは工藤静香さんがゲストでした。子どもに英語を教えているうちに自分も英語が

話せるようになったそうです。えらくうまかったですね。 
 
 
NOVA 騒動で英会話スクールも慎重に選ばないといけないなあと思う今日この頃、セカンドライフとい

う仮想世界で英語を学ぶ人もいるようです。 
 
 
【レポート】ヘルプ! 英会話教室の外国人講師にぼったくられる  
- セカンドライフ三面記事 
 
http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/10/25/sl3/index.html
 
 

 ニュース：韓国の英語教育 

 
朝鮮日報のコラム「今も続く韓国式英語教育の弊害（上）（下）」を読むと、日本と韓国はつくづく英語

に関しては同じ境遇だなあと感じます。 
 
http://www.chosunonline.com/article/20071014000037
http://www.chosunonline.com/article/20071014000038

http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/10/25/sl3/index.html
http://www.chosunonline.com/article/20071014000037
http://www.chosunonline.com/article/20071014000038
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8. 日経ウイークリーの記事から 
日経ウイークリーとは週刊英字経済誌で一部 500 円です。定期購読を始めたので、読んだ記事の内容を

メルマガでも紹介しました。ただし、長くは続きませんでした。 
 

 日経ウイークリー 9/10 版 Japan Business Seminarページより 

 
今週号より日経ウイークリーの誌面が刷新され、デザインが多少変わりました。 
 
日本企業の「窓口」システムについて書かれています。これは外国企業にはないみたいですね。 
 
一例として、日本側の窓口担当の人が海外企業側の 6 人の別々の専門家と対応せざるを得ず、混乱＆過

労気味でかわいそうだったということがあったそうです。 
 
窓口って日本式だったのですね。窓口は contact person とは違うんですかね。 
 
私の経験では contact person は誰それでってことで、両社で決めていましたけど。 
 
 

 日経ウイークリー 9/3 版 Readers Workshopページより 

 
BRICs とは Brazil, Russia, India, China からできた acronym で、経済が急成長している国です。この

言葉は米国投資銀行の Goldman Sachs のアナリストが作ったそうです。 
 
では質問です。次の言葉は何でしょう？ 
 
N-11, VISTA, VTIC, VIC, VIP, CLV, PABRIC 
 
 
 
答え 
 
これらは BRICs の次に急成長している国々の頭文字です。色々な国が BRICs の次に有望な投資先とし

て挙げられています。 
 
この中で、もっとも知られているのが N-11 です。これは Next Eleven の略であり次の 11 カ国です。 
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South Korea, Mexico, Turkey, Indonesia, Iran, Pakistan, Nigeria, the Philippines, Egypt, 
Bangladesh, Vietnam 
 
この中でもメキシコとベトナムが特に注目されていています。 
 
 
 

 日経ウイークリー 9/3 版 insightページより 

 
Bridges spanning the generaition gap 
 
日本の世代間のコミュニケーションを橋渡しするビジネスや活動の紹介です。 
 
富山のアズマダチ民家は伝統的な格子の壁が美しい家で、冬の大雪に強いつくりですが、住みにくく

近の若い人は敬遠しています。 
 
これをリフォームして家族全員で住めるようにしたことから親子関係もよくなったというのが一つ目

の事例です。 
 
二つ目は、定年後の父親への誕生日プレゼントとして、乗馬体験レッスンを送った娘のお話です。 
 
シニアオンデマンドという会社は体験型のプレゼントを販売する会社で、乗馬、能楽などが数千円から

体験できてセカンドライフの趣味として好評のようです。 
 
http://www.sond.jp/index.html
このページによると現在は京都府のみがサービス範囲です。 
 
他には沖縄の古酒作り、長野の囲碁教室で世代間の交流の様子が記事に載っています。 
 
 
 

 日経ウイークリー 9/3 版 Trendsページより 

 
 
Acupuncture pricks beauty market 
 

http://www.sond.jp/index.html


伸ばしたい！英語力 あきらめないための英語勉強法 

53 

prick はちくりと刺すとい意味で、ここでは鍼（はり）がちくりと刺すのと同時に、美容業界にも少し

ずつ進出している様を表現しています。 
 
鍼といえば、これまでは背中の痛みなどの療法でしたが、どうやら顔やせの効果もあるようです。 
 
記事の女性の体験談によると、3 ヶ月、2 週間置きに鍼治療を行った所、体重が減ったのかと他の人に

言われたとのこと。 
 
ハリウッドのセレブが鍼エステを受けていることから日本でもブームが広まったようです。 
 
新宿のコウ鍼灸治療院では 70 分、1 万円の美容鍼治療コースがあります。 
 
美容鍼＆エステ -コウ鍼灸治療院 東京新宿区- 
http://www.kouhari.com/b_hari.html
 
 
 

 日経ウイークリー 8/27 版 News Focusページより 

 
Japan proposes swift end to tariffs 
 
日本と ASEAN10 ヶ国は EPA(Economic Partnership Agreements)に合意しました。 
 
EPA とは FTA（Free Trade Agreement）に似たもので、関税がかからなくなります。 
 
FTA との違いは、EPA では技術援助(technical aid)が含まれます。 
 
日本は ASEAN に技術援助をする代わりに、米などの特定の農産物を関税撤廃リストからはずすことに

より、国内農家を守ろうという裏の動機があります。 
 
したがって、ASEAN 諸国から日本への輸入に関しては、砂糖、米などを除くものが対象です 
 
90%の物の関税が撤廃されるだろうと言うことです。 
 
 

 日経ウイークリー 8/27 版 Marketingページより 

 

http://www.kouhari.com/b_hari.html
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It looked great on my avatar 
 
アバターと呼ばれる人形に実際の洋服を着せることができるサイト、それが Style Walker です。 
 
http://www.style-walker.com/sw/
 
このサイトでは、心ゆくまで着せ替えをすることができます。リアル店舗では店員がまとわりついて、

落ち着いて洋服を選べないという方にオススメです。 
 
イマージュネットというサイトではバックや靴も合わせることができる「オンラインフィッティングル

ーム」があります。 
 
http://www.st-image.com/
 
このサイトに行ってみましたがモデルさんが 360 度回転しますね！ 
 
Cecile は Second Life で無料の洋服を配布しています。クチコミ効果による、実際の服の売れ行き増を

狙っています。 
 
 

 日経ウイークリー 8/27 版 insightページより 

 
Asians offer fresh perspectives 
 
インド人の経営する幼稚園が大人気らしいです。東京は三鷹にある Little Angels English Academy & 
International Kindergarten は、英語で教育し、コンピュータ、数学、科学などをインドのカリキュラ

ムで教えてくれます。 
 
近、インド式暗算の本が売れているらしいですね。この幼稚園には日本人の親が殺到しているとのこ

とです。 
 
Webサイト：http://www.angelsenglish.com/
 
 

 日経ウイークリー 8/20 版 Japan Business Seminarページより 

 
英国人は雨でも傘をささないことで有名（？）ですね。これはイギリスの雨がすぐやむからだそうで、

http://www.style-walker.com/sw/
http://www.st-image.com/
http://www.angelsenglish.com/
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誰もわざわざ傘を持っていこうとは思わないのです。 
 
列車は日本と違い遅れるし、道路工事を昼間にやっているので交通渋滞もしょっちゅう。したがって、

時間に遅れることは英国人にはとっては当たり前。 
 
そういう時は、言い訳を並べ立てるそうです。日本人には言い訳に聞こえてしまうこの「言い訳」も、

「同情」するのが英国流、とのこと。 
 
 

 日経ウイークリー 8/20 版 MARKETHINGページより 

 
Today's children's stores learn to cater to whims of parents 
 
デザインの良いものを愛好する大人が、子どもにも同様のものを買い与えています。20 歳台から 30 歳

台の独身女性をターゲットにしているインテリア小売業の Loft 社が吉祥寺店に子ども向け商品売り場

を開設しました。 
 
子どもの数が減っている中で、センスの良い商品を子どもに買い与える親が増えています。Plazastyle
社の運営する Cuddlesome というキャラクターグッズ小売店では子供向けの絵本のキャラクターの商

品を販売しています。 
 
センスの良い家具小売の Actus 社は独立した子供向け店舗を開設しました。Illums Japan 社は高級ス

カンジナビア家具小売業ですが、デパートに子供向けコーナーを持っています。 
 

近の子どもは平均 7 つのポケットを持っているという博報堂の調査結果があります。両親、祖父母の

ほかに、子どものいない叔父や叔母も甥や姪のポケットになっています。 
 
 

 日経ウイークリー 8/20 版 NEW PRODUCTSページより 

 
Suger, calories, cholesterol under siege by food makers 
 
糖分ゼロ、カロリーゼロ、コレステロールゼロを謳った食品が人気を集めています。アサヒビールの糖

質ゼロビール Style Free は業界初の糖質ゼロです。 
 
ビール類は全体で売上が 8.7%下がる中、キリンの Tanrei Green Label は 70%の糖質オフのおかげか、

売上は 7%の増加。 
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ジェリータイプの飲む食品は森永の Weider シリーズが 50%のシェアですが、Kracie が女性のデザート

向けに、こんにゃくを使いカロリーゼロの Purujure を販売しました。 
 
もっとも、カロリーゼロといっても厳密にゼロではないようです。基準以下ならゼロを表示してよい法

律があるようです。 
 
 

 日経ウイークリー 8/13 版 OPINIONページより 

 
Iseatn enjoys envy of rival retailers 
 
高島屋との合併がウワサされている伊勢丹ですが、実は人材の宝庫だそうです。 
 
なんでもライバルデパートの社長や店長には伊勢丹出身者が多いとのこと。その理由の一つが wants 
clip プログラム。（日本語でなんというのでしょうか。） 
 
これは顧客の要求や不満を記録する運動で 1955 年から行っています。商品のセレクションやサービス

品質に顧客の声を反映させています。 
 
また、伊勢丹の優れた商品開発力はバイヤーの能力に違いがあるようです。 
 
外国に 400 人のバイヤーが派遣されており、これは他のデパートよりかなり多いのですが、伊勢丹のバ

イヤーは自分で調達してくるそうです。他のデパートのバイヤーは情報収集のみで調達はパートナーま

かせ。 
 
このため伊勢丹では自分の買ってきた商品が売れなかった場合に責任を重く感じ、流行にさらに敏感に

なっていくそうです。 
 
他にも朝まで商品調達のための講義が社内で行われたりと、伊勢丹のファッションに強いというイメー

ジの裏には、確固とした力があったのでした。 
 
 

 日経ウイークリー 8/13 版 READERS WORKSHOPページより 

 
Are you really sleeping, or just intently focusing on my words  
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ビジネス英語の書籍の著者でもある Rochelle Kopp さんによる JAPAN BUSINESS SEMINAR のコー

ナーです。 
 
日本人はなぜ会議中に居眠りをしているのか？ という問題です。外国人からするとこれは大変無礼に

感じるようです。Rochelle Kopp さんは、これは寝ているように見えるが、寝ているのではないと言っ

ています。 
 
英語を聞き取るために目を閉じて集中しているのだ、と。日本人は目を閉じるとリスニングに集中でき

ると信じているのだ、と。 
 
     え？ そうではなかったのですか？ 
 
また、日本人の幹部社員の中には表情を悟られないように、目を閉じ、頭を下げることがあるとも言っ

ています。 
 
アイコンタクトを良しとする西欧社会の常識がない日本人にとっては、目を閉じることは失礼には当た

らないという解説もありました。 
 
も、本当に寝ている場合もあり、頭が上下する場合や、いびきがする場合がこれに当たると。この理

由は jet lag や前の夜のプレゼン準備や接待のため疲れているのだという弁護がありました。 
 
後に、日本人はあまり関係のない人も会議に出ているので、そういう人は安心して居眠りができると

いうことでした。 
 
以上、日本の会社の習慣がよく描かれていると感じました。 
 
 

 日経ウイークリー 8/13 版 MARKETINGページより 

 
Pro sports teams learn old law 
 
日本の野球やサッカーの入場券が、対戦相手や曜日によって価格を変えるようになってきた、というお

話です。ソフトバンクの場合は試合直前に会員向けに 500 円で空いた席を買えるサービスもあります。 
 
試合の観客数はテレビ放映料や広告にも影響を与えるので、空席は少ないほうが良いそうです。これは

大リーグでは以前から行われているチケット戦略です。 
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 日経ウイークリー 8/13 版 TRENDSページより 

 
Striving to be pretty individual 
 
rhinestone（ラインストーン：スペル注意）という人造ダイヤ？で、自分の持ち物、例えば、携帯電話、

手鏡、リモコン、iPod、ニンテンド－DS、口紅ケースなどを装飾するのが流行っているという話です。

記事の女性はデコレーションすることでリラックスできると言っています。女性だけでなく、男性も、

はまっている人が多いそうです。男性の場合はゴルフクラブ、ミニバイク等です。 
 
装飾した携帯電話のことを、「デコ電」（デコレーション電話？）というみたいですね。デコ電の写真で

す。http://tinyurl.com/2pz35y
 
 

 日経ウイークリー 8/6 版 28 面より 

 
カルビーは原材料の価格高騰のため、ポテトチップスの製品価格を値上げする代わりに量を５グラム減

らすそうです。 
 
これはコンビニが価格値上げに反感を示しているからだそうです。製品価格が値上げされると卸業者も

利益を増やすことができ、店頭価格がさらに上がってしまうとのこと。 
 
メーカーより小売業の立場が強い一例です。 
 
 
 

 日経ウイークリー 8/6 版 30 面より 

 
Green curtains make houses cool 
 
緑のカーテンといって、ヒョウタン、キュウリなど、つる性植物を使った日よけが都市部で住人に人気

が出ています。 
 
室内温度が 1 度、体感温度は 6 度下がるそうです。 
 
 
緑のカーテン応援団という団体が普及活動をしています。 

http://tinyurl.com/2pz35y
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http://www.midorinoka-ten.com/
 
 

 日経ウイークリー 8/6 版 32 面より 

 
近プラネタリウムが再びブームになっています。従来より低価格の機械が開発され、レストラン、バ

ー、お寺などで上映されています。 
 
ららぽーと横浜 ムーミンオーロラカフェ 
http://www.benelic.com/kiwi_club/moomin/index.php
 
葛飾区 證願寺 プラネターリアム銀河座 
http://www.gingaza.jp/
 
葛飾区 郷土と天文の博物館 
http://www.city.katsushika.lg.jp/museum/
 

白金台 プラネタリウム BAR 
http://www.planetarium-bar.com/
 

ここまでご紹介したように、英語のみならず、日本のトレンドにも詳しくな

れる日経ウィークリーですが、あなたも定期購読してみませんか？ 

日経ウイークリーの定期購読はお得なこちらで。 

https://www.fujisan.co.jp/Product/1281680667/ap-sanhyoku

 
 

 日経ウィークリー 告白 

 
告白します。 
 
日経ウィークリー、、、すっかり読まなくなりました。毎週月曜日に送られてくるのが苦痛です。 
 
Writers' Workshop、、、英作文する意欲がわかずに 3 ヶ月サボりました、、、 
 

http://www.midorinoka-ten.com/
http://www.benelic.com/kiwi_club/moomin/index.php
http://www.gingaza.jp/
http://www.city.katsushika.lg.jp/museum/
http://www.planetarium-bar.com/
https://www.fujisan.co.jp/Product/1281680667/ap-sanhyoku
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だからといってだからといって、自分はダメなんだあと思うことはないさっ！ こうしてメルマガは書

けてるしっ！ 
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9. 読者からのお便り 
メルマガの読者の方から寄せられたお便りです。 

 読者からのお便り（神楽坂さん） 

 
英検１級を受験したという神楽坂さんよりお便りです。 
 
---------- 
はじめまして。「伸ばしたい！英語力」を拝読してから、ずっとメルマガを愛読しております。いつも

非常に有益な情報、ありがとうございます。 
 
さて、昨日（6/10）３度目の英検１級に挑戦してきたのですが、リスニングが始まってびっくり。なん

と、聞こえてきたのが「ビジネス英会話」の登場人物の声だったのです。私が分かっただけでも、以下

の人々。 
・Ida Fine 
・David Wu 
・Cora Heinrichs （ちょっと自信ないです。May Grey 時代の声っぽかった） 
・Roy Kohn 
・Ken Bell（2006 年 10 月に１レッスンだけ出てきた人） 
 
・・・まるっきり、「ビジネス英会話」の世界ですよね。いやー驚きました。で、本当なら「これなら

聞き慣れてる。ラッキー！」となるところなのでしょうが、あまりにびっくりしたり、「あと、誰の声

が出るかな」といらぬことを考えてしまったりで、試験中に集中力が切れてしまいました（苦笑）。 
 
本日、さっそく自己採点したのですが、、、、う～ん、ビミョーな点数（特にリスニング）。やっぱり、試

験中に余計なこと考えてたりしてはダメですね。 
以上、話のタネにと思ってメールしました。 
------------ 
 
リスニングの音声にビジ英の人が出てきたら驚きますね。リスニングに集中できなくなるのもわかりま

す。 

 読者からのお便り（Yutaroさん）1 

 
Yutaro さんよりお便りを頂きましたので今回と次回の 2 回に分けてご紹介します。 
 
------------------------------------------------------- 
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 いつもメルマガ楽しく拝見、活用させていただいております。 NHK の語学講座（ラジオ、テレビ）を

活用したハウツー本や、同好会はいろいろあります。個人の勉強が基本ですが、「同志」の存在、疑問

点を相談できる人がいると、同じ教材でも何倍もの効果が生まれると思います。まだ、このメルマガを

見るのは 3-4 通目ですが、今後も楽しみにしています。よろしくお願いします。私は、「断続的に」30
年間位、ラジオ講座を聞いていますが、「真剣に」やりだしたのは、ここ 3 年です。以下 感想・要望

をいくつか書いてみます。 
 
１．以前は、広告が本文の途中にたくさんあり、大変使いにくかったが、かなり改善された。しかし、

継続購入者にとっては、同じ広告が多く、つまらない。 
２．英文本文や、単語にアクセント記号をつけてほしい。一通りではないし、場面や話す人によっても

違うし、CD を利用すればよいとも思うが、あった方が便利。 
３．主に通勤時に使っているので、テキストを真中で半分に折って見ることが多い。末尾の単語集は、

レイアウトが良く便利。-->エクセル等に入れて、単語集／用例集も作れば面白そう。特に、類義語、反

対語、類似表現などはまとめてみたい。 
４．「聞き取りのポイント」をもっと活用する方法はないか。 
５．ビニエットにより、難易度（単語、熟語含め）の差がけっこうある。 
--------------------------------------------------------- 
 
Yutaro さん、お便りありがとうございます。ビジ英の番組とテキストへのコメントとして興味深いです。 
 
１．テキストへの広告は確かに似たようなものが多いですね。以前は本文中に広告があったのですか。 
 
２．アクセント記号はたまについていますね。ラジオの音声を聞けば発音自体はわかると思います。松

下さんも解説でも発音について解説することもありますし。 
 
３．私もまだ末尾の単語集は活用できていません。 
 
４．私も活用できていません。聞き取りのポイントの活用法としては、知り合いの方の方法として英作

文の例題として活用する方法があります。日本語を見て英作文するのです。やってみるとわかりますが、

疑問詞が文の途中に出てくるパターンがたまにあります、例えば、 1 月号のテキストの

P103 Ben Y at Work(1)の一つ目の例文、 
The trainee that Kohn hired strolls into the office in what attire on her first day at work?などは、私

には作れない形です。 
 
５．難易度の差は私も感じます、おそらくビニエット作成者が異なるのではないかと推測しています。 
 
 
Yutaro さんのお便りの後半は次回、ご紹介します。 
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 読者からのお便り（Yutaroさん）2 

 
前回に引き続き、Yutaroさんよりお便りの後半をお届けします。 
 
------------------------------------------------------- 
６．読者から、「テーマ」自体を募集する試みがあってもよいのでは。 
７．単語コーナの例文が、時々不自然なものがある。文法的にではなく、内容が。例文の作成方法、出

典が知りたい。 
８．以前 短期間だったが、日向先生の講座も面白かった。杉田先生とは全く違うアプローチで、NHK
の裏話も、ブログに掲載されており、興味を持った。-->杉田先生の場合は、「慣れたパターンで心理的

に安心」「円熟しておりすべてがスムーズ」という面が強いが、ある意味マンネリ、優等生的なニオイ

を感じる場合もある と言えるかもしれません。 
９．佐藤先生の「和訳？」コーナは、ほんとうに刺激される。投稿される方のレベル、先生のコメント

もとても役立つ。絶対に継続してほしい。 
１０．Business Word Powerは、TOEIC対策コーナーみたいになっている。それはそれでいいのだが、

「もう一皮むけてほしい」（ぜいたく？） 
 
後に、私の場合、平日は 23:00-からの約 1 時間が英語の勉強時間なのですが、国際ニュース->各種英

語講座を集中して聴くのはかなりしんどいです。このメルマガ等を利用して、皆さんと一緒に「切磋琢

磨」していきたく思います。 
--------------------------------------------------------- 
 
６．リスナーからのテーマ募集は、過去に杉田先生のホームページの掲示板で募集があったように思い

ます。 
 
こちら → http://www.ethospathoslogos.com/ 
 
毎年 3 月末に開催される恒例の「ビジ英リスナーの集い」（杉田先生に会える！）の情報もこの掲示板

で発表されますので注目です。 
 
また、NHKに直接メールしてもいいですね。 
 
７．以前、例文の間でストーリーがある作りになっている場合がありました。 
 
８．日向先生の半年間は杉田先生とは違う実務的なビジネス英語でしたね。日向先生のブログも今でも

毎日更新されています。非常に中身の濃い内容です。 
 
日向清人のビジネス英語雑記帳 

http://www.ethospathoslogos.com/
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http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/ 
 
NHKラジオ「ビジネス英会話」出演顛末記（その１）から（その７）も興味深いです。皆さんも上記

サイトのアーカイブにありますので読んでみてください。 
 
９．私も 2 回佳作をとることができました。あきらめない限り必ず伸びる！当メルマガでも連動企画を

やっていますので、よろしければご投稿ください。 
 
１０．メルマガに組み込んでいるおかげで私も毎月やれています。多少淡白な感はありますね。 
 
Yutaroさんのお便りの前回分に 
-- 
 NHKの語学講座（ラジオ、テレビ）を活用したハウツー本や、同好会はいろいろあります。 
-- 
とありましたので、当メルマガ関連のハウツー本と同好会を 後にご紹介。 
 
■英語本なら 
伸ばしたい！英語力 
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774121665/englishbbss05-22/ 
 
 
■ビジ英勉強会なら 
東京英語勉強会 
私も所属していますが、 近はご無沙汰している勉強会です。 
今年は行けるようになりたいっ！ 
 
Yutaroさん、メールありがとうございました。 
 

 メルマガ読者からの質問（ほわほわさん） 

 
先月より聞き始めたという、ほわほわさんよりお便りを頂きました。 
 
--- 
ラジオ講座の中でも難しい講座だと分かって始めましたが、いつもこんなにボリュームがあって難しい

のか不安になって来ました。自分の力よりも上のものを聞いたほうがいいだろうと言うのと、Ｗｅｂで

英語力測定テストをやったら、１００点だったので、これでいいかなと思うのですが、上級英会話にレ

ベルを落としたほうがいいのかと迷っています。 
 

http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774121665/englishbbss05-22/
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Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｆｕｎ も、（１）は付いていけたのですが、（３）は、２回聞いても付いていけま

せん。表現が難しい！４月からどうしようかと思っています。アドバイスをいただけたら嬉しいです。 
--- 
 
ほわほわさん メールありがとうございます。 
 
今回のテーマでは（１）は比較的単語が簡単でしたが、（３）は難しい表現が標準より多かったと思い

ます。 
 
私はビジ英を 5 年ほど聞いていますが、１，２回聞いて理解できることはありません。アドバイスとし

ては、ビニエットの単語を調べて、文の構造も理解し、日本語訳とも照らし合わせて、英文を完全に理

解したうえで、何度か音読をしてみてはいかがでしょうか。 
 
多少難しい教材ほどやりがいがあるというものです。がんばっていきましょう。（本多） 
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10. 番組紹介 
テレビやラジオ番組の紹介です。 

 番組：Begin Japanology 

 
NHK 総合 TV で放送中の Weekend Japanology の番組名が Begin Japanology と変わっていますね。 
 
番組の出演者も菊地真美さんから光岡ディオンさんに変わっていますね。ピーター・バラカンさんは変

わらず。 
 
もともとこの番組はNHKの海外向け放送であるNHKワールドTVを国内でも放送しているものです。 
 
NHK ワールド TV には日本を英語で伝える番組が他にもたくさんあるようです。日本でも放送して欲

しいですね。 
 
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/japanese/mainprograms_j.html
 
 

 番組：新感覚★わかる使える英文法 

 
NHK 教育テレビの「新感覚★わかる使える英文法」という番組は週 4 回、10 分間ずつの放送です。 
 
英文法を感覚で学ぶということで、昨年度も大西先生による似たような趣旨の番組がありましたね。 
 
5 月に入り、たまたまこの番組を見たのですが助動詞についてなかなかわかりやすく説明されていまし

た。ただ、出演の女の子の発音には萎えます。また難しげな文法用語が極々たまに出るのが気になりま

す。 
 
テキストを今日買ってきたのですが、驚きの 200 ページ超です。これだけ分厚い NHK テキストは見た

ことないですね。すごく詳しく解説されています。 
 
NHK テレビ新感覚☆わかる使える英文法 2007 年 05 月号 [雑誌] 
価格：￥ 350(定価：￥ 350) 
http://www.amazon.co.jp/dp/B000P12K0M/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
 
 

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/japanese/mainprograms_j.html
http://www.amazon.co.jp/dp/B000P12K0M/ref=nosim/?tag=englishbbss05-22
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 番組：３か月トピック英会話 ジュークボックス英会話 

 
ＮＨＫ教育テレビで放送中の「３か月トピック英会話 ジュークボックス英会話」（木曜午後１１時１

０分）はなかなか興味深いですね。 
 
普段は聞き流している洋楽の歌詞を使って英語を学ぶというこの番組、英語でしゃべらナイトにも出演

した、人気バンドメガデスの元メンバー、マーティ フリードマンさんが出演しています。 
 
前回の放送では懐かしい ABBA（アバ）のダンシングクイーンが取り上げられました。アバは確か北欧

のグループだと思うのですが、その歌詞が英語としては外国人が書いた歌詞とひと目でわかるらしく、

アメリカ人にとってはかわいく感じる、と言っていました。 
 
私なんかにはただの英語としか見えなかったですけどね。 
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11. サイト紹介 
インターネットの WEB サイトの紹介です。 

 サイト：英辞郎 on the Web 

 
「英辞郎 on the Web」が機能アップしました。 
 
AND 検索、OR 検索、フレーズ検索などが出来るようになりました。Google に似てきたという印象で

す。 
 
プレスリリース 
http://www.alc.co.jp/press/press/prs_070827-2.htm
 
ヘルプ 
http://eowimg.alc.co.jp/content/help/
 
 

 サイト：オタクの皆さんへ送るファッション講座 

 
ついに秘蔵をネタを出す羽目になってしまいました。オタクの皆さんへ送るファッション講座です。 
 
Fashion4Nerds.com Simple fashion advice.  
http://www.fashion4nerds.com/art_top10suggestions.htm
 
を読んでみると、Avoid wrinkles という項がありました。 
http://www.fashion4nerds.com/shirts.htm
 
シャツには必ずアイロンをかけよ、ということです。私も nerd のはしくれ、今朝サンジャポを見なが

ら 11 枚にアイロンがけをしました。夏のアイロンがけは、汗びっしょりになりました。 
 

 ブログ：ペーパーバックが教えてくれた ―Authentic English Usage― 

 
大杉先生の「ものしり英語塾」のテキストに載っていたのですが、スープを飲むは eat soup と言い、

drink soup とは普通は言わないということです。 
 

http://www.alc.co.jp/press/press/prs_070827-2.htm
http://eowimg.alc.co.jp/content/help/
http://www.fashion4nerds.com/art_top10suggestions.htm
http://www.fashion4nerds.com/shirts.htm
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調べたところ、スプーンを使う場合は eat を使い、カップから直接飲む場合は drink を使うということ

がわかりました。 
 
調べる中でなかなか良さげなブログを見つけたのでご紹介します。 
 
ペーパーバックが教えてくれた ―Authentic English Usage― 
柏野 健次 (大阪樟蔭女子大学教授) 
http://www.kaitakusha.co.jp/blog1/
 
eat soup は第 7 回で出てきます。 
 
 

 ブログ：やさしいビジネス英語について 

 
やさしいビジネス英語について書かれたブログです。 
http://blogs.itmedia.co.jp/lemontree/2007/03/4_3d59.html 
１から４まであります。 
 
 

 サイト：翻訳教室 

 
翻訳は緻密な作業ですが、プロの翻訳家の方によると日本人の間違うところには一定のパターンがある

そうです。 
 
この翻訳の泉というサイトではプロの翻訳家の方が、そういう間違いがちなパターンを解説してくれま

す。翻訳教室というコーナーへどうぞ。 
 
翻訳の泉 
http://www.honyakunoizumi.info/
 
 

 サイト：ヘザーの映画館 

 
「ヘザーの映画館」http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/heather/ をご紹介します。このサイトは

新映画を取り上げて英語と絡めた情報を提供します。 
 

http://www.kaitakusha.co.jp/blog1/
http://blogs.itmedia.co.jp/lemontree/2007/03/4_3d59.html
http://www.honyakunoizumi.info/
http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/heather/
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先日見たバベルが載っていたので見てみると、この映画の意味が少しわかったような気がしました。 
 

 サイト：Yahooニュース 

 
Yahoo ニュースでは 新のビデオニュースをみることが出来ます。 
http://news.yahoo.com/video
各種メディアからニュースを選べます。いい時代になったものです。 
 

 サイト：ディルバート 

 
@IT情報マネジメントというサイトで、ディルバートの連載が始まりました。ディルバートとは人気の

風刺漫画です。ディルバートはエンジニアで、官僚化した会社を皮肉ります。 
 
平易な英語で日常会話が展開しているので、こんな漫画も英語学習の何かの足しにはなると思います。 
 
ディルバート 
http://www.atmarkit.co.jp/im/cits/serial/dilbert/index.html 
 

 サイト：wikimapia 

 
さっき見つけた地図サービスが面白かったのでご紹介します。 
 
wikimapia 
http://www.wikimapia.org/ 
 
これはGoogle mapを自分のブログに簡単に張ることができるということで有名なようです。また、自

分で地図上に建物の名前などを書き込むこともできて面白いです。さっそく自分の家の建物名を書き込

んでみました。 

http://news.yahoo.com/video
http://www.atmarkit.co.jp/im/cits/serial/dilbert/index.html
http://www.wikimapia.org/
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以上で本レポートは終わりです。いかがでしたでしょうか？ 多少なりとも皆さんのお役に立つことが

できたならばうれしく思います。 
 
このメルマガを購読したい方は、「NHK実践ビジネス英語を骨までしゃぶるメルマガ  」
http://www.mag2.com/m/0000147095.html への登録をお願いします。 
 
 

http://www.mag2.com/m/0000147095.html
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