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はじめに  
 

	 この英語学習ナレッジ集は、PALETTE SCHOOLへ留学された生
徒様の声を受け、当校がオリジナルで作成したものです。 
 
「わからない事が多すぎて、何から勉強すればいいかわからない。。」 
「どんな勉強法が効率的なんだろう。。」 
 
といった、 
留学当初に誰もが陥る状況を乗り越えるためのサポートを目的とし

ています。 
 
当校の卒業生を含む１０名以上の留学経験者の知識や情報・経験を

もとに作られました。 
 
勉強法は人によって、合う合わないがあるかと思います。 
ですので、当ナレッジ集の中からご自身に合うもののみを実践して

いただけると、効果的な学習に繋がると思います。 
 
当ナレッジ集をご活用いただき、留学期間および留学後の英語学習

効果を最大化していただければ幸いです。 
 
 
 
 

 
PALETTE SCHOOLスタッフ一同 
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英語学習の効果について  
 
	 留学をされる方の中には、英語学習を始めたばかりの方も、何度

も英語学習に挫折してきた方もいらっしゃるかと思います。挫折を

繰り返してきた方でも、留学という一歩を踏み出されたのならご心

配いりません。 
	 脳科学の研究から、語学学習の効果は下の図のような曲線を描く

ことがわかっています。英語学習を始めたばかりの頃は、中々学習

の効果を感じることができません。しかし、ある時を境に「あれ？

英語が聞き取れるようになってる！」「なんだか最近喋れるように

なって、会話が楽しい！」という時期が必ず訪れます。 
	 留学中も留学後も心が折れそうになってしまうことがあるかもし

れませんが、この曲線を思い出して、粘り強く頑張ってください。 
PALETTE SCHOOLの教師・スタッフ一同、皆様の英語学習を全力
でサポート致します！！ 

【学習曲線】  

 
出典：Russell A. Dewey, PhD「Psychology: An Introduction」（http://www.intropsych.com） 
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厳選！絶対使えるフレーズ集１００  
 
	 当フレーズ集は「ネイティブ英会話フレーズ集 3240」という英語
学習本の中から、当校の卒業生兼インターンが厳選したものです。

＊この本は、当校にて無料で貸し出ししております。 
当校での留学を通して、「この表現よく使ったな」といったフレー

ズや「最初からこの表現知っておきたかったな」という、絶対必要

なものを 100フレーズに厳選しました。 
	 これだけ覚えれば普段の会話で必ず役立つものばかりです。使い

方がわからないフレーズがあれば、教師やスタッフに質問していた

だければと思います。当フレーズ集を活用し、留学ライフをより充

実したものにしていただけると嬉しいです。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 英語 日本語 備考 

1 How's it going                         

＝How are you? 

元気？ Good! How about you？な

どと答える 

2 What's up? 最近どう？ 親しい間柄の人に使う 

3 I'm so happy to see you. 会えてうれしいなぁ  

4 I'm happy to meet you. どうぞよろしく 「お会いできてうれしい」

の定番 

5 Long time no see. 久しぶり もともとスラング 

6 How have you been? 久しぶり、どうしてた？  

7 Sounds good! いいね！ 相手の提案に対して 
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8 Are you sure? / I'm not 

sure 

確かなの？/はっきりわか

らないよ 

 

9 I've got to go. 行かなくちゃ  

10 See you again. またね！  

11 That's right. =	 Exactly! そのとおり 外国人はあいづち的によく

使う 

12 Absolutely! そのとおり！！ 強い否定は absolutely not 

13 Maybe. 多分ね possibly<perhaps<maybe<

probably 右に行くほど確

信度が高い 

14 Sorry to interrupt you. 邪魔して悪いんだけど 話に入っていく時の決まり

文句 

15 Guess what? 当ててみ！ なにかいいことがあった時

に使おう！ 

16 Did you like it? 楽しかった？/良かった？  

17 I see =	 Oh, yeah? なるほどね  

18 You are?   	 	    

were/do/did/have 

そうなの？ 相手の動詞に合わせて使い

分ける 

19 Why not? いいんじゃない？  

20 Are you kidding? 冗談でしょ？ kidding の代わりに joking 

も使える 

21 Are you serious?              本気/本当に？ Seriously? だけでも OK 

22 No way! まさか！ 「うそだろ？」や「ありえ

ない」というニュアンス 

23 Are you ok?              	 	       

＝Are you alright? 

大丈夫？  
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24 What does it mean?         

=What do you mean? 

どういう意味？ meanは動詞で	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

「～という意図で/意味で」 

25 Do you know what I 

mean? 

私の言っていることがわか

りますか？ 

Understand? だけでも良

いが少しラフではある 

26 Sort of  =  Kind of ちょっとね 程度が少ないことを表す 

27 How should I say?              

=What should I put this? 

なんと言えば良いかな 言葉が出てこないときに

「うーんと」的に使う 

28 That reminds me ああ、そうそう 話題を別のものに繋げると

きに使う 

29 That's about it  =That's 

it 

以上です/これで終わり  

30 I'm having a good time!      	

=I'm really enjoying this! 

本当に楽しい！ 英語ではポジティブにいこ

う！ 

31 It was great/wonderful/ 

fantastic/super! 

とても良かった greatの代わりにいろんな

言葉が使える 

32 I'm really looking 

forward to it  

=I can't wait 

待ち遠しいなぁ  

33 What a hassle めんどくさいなぁ hassle=骨の折れること 

34 I'm getting nervous 緊張してきた 「だんだん」を強調するな

ら more and moreを挟む 

35 It's over my head お手上げだ もう何も考えられない。と

いった意味 

36 I'm scared   

terrified/horrified/ 

frightened 

怖いよ  

37 What's the matter with 

you? 

いったいどうしちゃったん

だよ 

 

38 I'm disappointed へこむなぁ  
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39 I've given up on it  	 	 	 	 	 	 	 	

=I give up 

もうあきらめた I've	 は I haveの略 

40 Thank you for 

everything 

いろいろありがとうござい

ます 

Thank you のバリエーショ

ンはたくさん持ちましょう 

41 You're welcome どういたしまして Thank you に対して使う 

42 My pleasure お安い御用です  

43 All my fault       	 	 	              

=My mistake/I was 

wrong 

私のせいです  

44 No big deal =Don't worry 

about it / Never mind 

気にしないで  

45 Can you do me a favor? お願いがあるんだけど Could you ～?	 で始めれ

ばより丁寧。 

46 I'd love to, but I can't     	 	 	     

=I wish I could 

やってあげたいけどできな

いんだ 

 

47 Anything I can do? 私に何かできることある？ Is there anything の略 

48 Can I make a 

suggestion? 

１つ提案してもいい？  

49 Way to go! がんばれ！ 何かしている人に声援を送

るときに使う 

50 Take it easy! 気楽にね！ Good luck！もよく使う 

51 I admire you 感心するよ  

52 That dress looks really 

good on you 

その服、とても似合ってる

よ！ 

 

53 You flatter me お世辞が上手ですね！ flatter = お世辞を言う 

54 Good for you                                     

=I'm happy for you 

良かったね！  
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55 How can you drink so 

much? 

どうしてそんなに飲める

の？ 

drink という場合は大抵お

酒 

56 Calm down               落ち着いて  

57 I have something I want 

you to know 

聞いてほしいことがあるん

だ 

打ち明け話を言う前に言う 

58 I'm sorry about that                       

=I'm sorry to hear that 

お気の毒に  

59 It happens そういうこともあるって/

よくあることさ 

 

60 Watch out                          

=Be careful 

気を付けて  

61 Hold it!                               

= Cut it out 

やめろ！  

62 Freeze!                                      

=Halt! 

動くな！ 警官や強盗にこう言われた

ら動かないようにしよう 

63 I can't make up my mind                      

=It's so difficult to decide 

決められないよ  

64 It's a deal よし、決まった 「商談成立」を意味し、ち

ょっとふざけた感じで使う 

65 Which do you like better?  

= Which do you prefer？ 

どっちが好き？  

66 I prefer that one                                  

= I would rather have 

that one 

あっちの方が好き preferを使って「～よりも」

を言う場合は than ではな

く toを使う 

67 How do you like this?                              

= What do you think of 

this? 

これ、どう思う？ 「下段」how ではなく what

を使う 

68 I feel a little tired ちょっとだるい  

69 I'm not into it                                      

= I'm not interested in it 

興味ないよ 何かにはまってるときは 

I'm into ～ 
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70 I'm with you                                      

≒ I agree 

賛成だ  

71 I'm against it 反対です it を you にすると個人に

反対することになる 

72 Why don't we hang out 

tonight? 

今夜一緒に遊ばない？  

73 It feels like spring is 

already here 

春らしくなりましたね 季節や時など漠然としたも

のを表す時の主語は Itを使

う(例) It's time to go 

74 I'm jealous!                        

=I envy you 

うらやましい！  

75 It doesn't matter                                  

= It makes no difference 

どちらでも構わない  

76 Can you go and get the 

newspaper? 

新聞を取ってきてくれる？  

77 That's not how I see it そうじゃなくて 「私はそう考えていない」

という意味 

78 I have a problem ちょっと困ってるんだ 相手の気に障ることを伝え

るときはこの表現で始める 

79 I'm going to take a 

fast/quick shower 

さっとシャワーを浴びるよ  

80 What should I wear? 何を着ようかな  

81 It's time to go もう出る時間だ  

82 It's a pleasant day, isn't 

it? ＝ The weather is 

nice today, huh? 

今日は過ごしやすい  

83 How was school? 学校はどうだった？  

84 I'm coming  = I'll be 

right there 

今行くよ  
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85 Would you like some tea 

or coffee? 

コーヒーでも入れましょう

か？ 

 

86 What shall we do this 

weekend? 

週末はどうしようか  

87 You wanna see a movie 

or something? 

映画でも見に行く？ wannaは、口語での「want 

to」の短縮形 

88 I came to like natto 納豆が好きになった 始めはダメだったがだんだ

ん好きになったことを表す 

89 I got hurt                                       

=I'm hurt/I'm injured 

けがしちゃった  

90 All I want to do today is 

sleep 

今日はずっと寝ていたいよ to sleep の toが省略され

た形 

91 Don't you remember 

what today is? 

今日は何の日か覚えてる？  

92 This English course is 

beyond me 

この英語の授業についてい

けないよ 

beyond  = 理解できない・

力が及ばない 

93 Do you know when the 

report is due? 

レポートの提出いつまでか

知ってる？ 

 

94 I hear he's going to be a 

TV star 

彼テレビに出るらしいよ  

95 I'll be back in a couple of 

/a few minutes 

２．３分で戻ります a couple of = 2～3の 

96 Where's the meeting 

going to be held? 

会議はどこで開かれます

か？ 

 

97 Let's split the bill 割り勘にしよう！ 「私のおごり」は It's my 

treat/I treat you. 

98 What's that movie 

about? 

その映画ってどんなお話？  

99 For when do you have 

ticket? 

いつのチケットならありま

すか？ 

 

100 I'll have corn soup and 

this one 

コーンスープとこれを下さ

い 

Willの短縮形を用いること

が望ましい。 
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留学初期の英語学習打開策  
 

＜マインド編＞ 

 
 
 

■青木亮隆（セブの語学学校卒業生兼 PALETTE インターン） 
【留学初期の英語学習に関する課題・問題点】 
全く話せない状態で留学したので、マンツーマンのスピーキングに

かなり苦戦しました。リーディングはそこまで苦手ではなかったの

ですが、ライティングとリスニングのレベルは非常に低かったです。 
 
【その状況を打開したマインドの持ち方】 
ライバルを見つけ、その人に負けないように勉強する。 
 
【これから留学する方へのアドバイス】 
英語を話すとき、恥ずかしがって沈黙を貫く人もいますが、積極的

に会話に参加した方が絶対に伸びるので頑張ってください！ 
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■一志邦仁夫（PALETTE SCHOOL卒業生兼インターン） 
【留学初期の英語学習に関する課題・問題点】 
大学受験を経験していたので、Reading・Writing・文法・単語に関
しては問題ありませんでしたが、Listeningと Speakingに関しては
本当に今まで勉強をしたことがなく、ほとんど何もできない状況で

した。 
 
【その状況を打開したマインドの持ち方】 
まずは恥ずかしがらないことが重要だと思います。せっかく英語を

学んでいるのに、それを使おうとしないのは非常にもったいないと

思います。確かに「失敗したらどうしよう・・」などの恥ずかしさ

が最初はありましたが、一度殻を破ればそんな恥ずかしさは何とも

ないことだと思えました。日本人はネイティブではないので下手な

のは当たり前です。スポーツと同じで、下手を恥じて練習しなけれ

ば、一生下手のままだと思います。 
また、確かに英語は勉強するものですが、あくまでコミュニケーシ

ョンのツールに過ぎません。ですから、外国人と英語で話す際「こ

れは勉強！学んだ英語を使うテスト！」というように変に肩に力を

入れず、普通に日本人と日本語でコミュニケーションをとるような

心構えで喋るとと上手くいくことが多かったです。 
 
【これから留学する方へのアドバイス】 
Don't be shy! 
 
 
 
■小黒佑太郎（PALETTE SCHOOL卒業生兼インターン） 
【留学初期の英語学習に関する課題・問題点】 
大学受験のおかげで文法やリーディング・リスニング等、知識やイ

ンプット系はある程度できていたと思います。しかし、いざスピー

キングやライティングになると何も表現できませんでした。 
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【その状況を打開した勉強法】 
とりあえず留学中はアウトプットを意識して行いました。単語や文

法の習得も大事にはしていましたが、それは日本に帰ってからでも

できることだし、何より実際の会話ではそこまで文法の正確さや難

しい単語の知識は必要ないということに気付いたからです。 
 
【これから留学する方へのアドバイス】 
とにかく人と話して、そこから文法とか単語とかの知識を蓄えてい

くと良いと思います。教科書を１時間眺めるより、人と話して覚え

た表現や単語は記憶に残りやすいと感じました。 
 
■鍋嶋弘司（PALETTE SCHOOL卒業生兼インターン） 
【留学初期の英語学習に関する課題・問題点】 
留学当初は、全く英語が話せない状況でした。入学当初のスピーキ

ングテストで何も喋れず一分間の沈黙を作ったことが忘れられませ

ん。英語を聞き取ることはできたのですが、いざ声にすると単語が

出てこず、笑顔でごまかしていた時期がありました。 
 
【その状況を打開した勉強法】 
自分は英語の基礎ができていなかったため、まずは単語と授業にフ

ォーカスしました。単語に関しては毎日テストを行い、授業では使

える表現などをノートに書き出し、その表現をすぐに使うようにし

ていました。そして、勉強外でも極力人に会い、下手でもいいので

英語を話すことを心掛けました。 
 
【その状況を打開したマインドの持ち方】 
恥じらいを捨てて、下手でもいいので人と英語を話すようにしまし

た。上手くいかなくても、心が折れないように目的を強く持つよう

にしました。  
 
【これから留学する方へのアドバイス】 
英語学習については何か一つでもいいので、継続することが大切だ
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と思います。メンタル面に関してはとにかく折れないことです。頑

張っているのは一人ではないと思えば、さらに頑張れるはずです。 
 
■西村知晃（PALETTE SCHOOL設立者/共同代表、ターラックの
語学学校卒業） 
【留学初期の英語学習に関する課題・問題点】 
中学１年生で英語学習をギブアップしました。中学１年〜大学まで、

英語のテストでは、赤点しか取ったことがありませんでした。つま

り、何もわからないレベルで留学に来ました。 
 
【その状況を打開した勉強法】 
とりあえず、勉強する。朝 6:00〜夜 12時まで、授業６コマ＋自習。
土日も勉強しかほとんどしていませんでした。特に力を入れたのは、

単語学習とスピーキングでした。 
 
【その状況を打開したマインドの持ち方】 
起業するために英語が必須であること。倉辻（PALETTE共同代表）
や他のバッチメイトが真面目に英語学習に取り組む人たちばかりだ

ったので、切磋琢磨できたこと。他の人に負けないよう頑張りまし

た。 
 
【これから留学する方へのアドバイス】 
目的を持つことが大事だと思います。あとは恥ずかしがらずに、友

達やスタッフに勉強法を相談すると前進できると思います。 
 
■古谷渚（PALETTE SCHOOL卒業生兼インターン） 
【留学初期の英語学習に関する課題・問題点】 
大学受験をしたのである程度 reading・listening・文法・単語には問
題ありませんでしたが、speaking はできず、言いたいことがスムー
ズに出てこない状況でした。 
【その状況を打開した勉強法】 
英語をしゃべることにかなり抵抗がありましたが、恥ずかしがらず
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に喋ることを心がけていました。 
 
【その状況を打開したマインドの持ち方】 
現地の人と話したいという気持ちがありました。何のために英語を

勉強するのかは人それぞれだと思いますが、英語を勉強して何をし

たいかを常に考えておくといいと思います。 
 
【これから留学する方へのアドバイス】 
留学に行ってから勉強すればいいや！と思うと思いますが（私もそ

うでした）、行く前に基礎的なところを復習してから行くのとしな

いで行くのとでは留学中の効果が全然違うと思います。留学の効果

を高めるためにも、基礎があると思える人は何かしら復習して、自

分はどの分野が苦手なのかなどを把握してから行くことをお勧めし

ます。もちろん勉強しに行くのですが現地の生活を楽しんでほしい

です。辛いことは続かないと思うので。 
 
■籾山智子（PALETTE SCHOOL卒業生兼インターン） 
【留学初期の英語学習に関する課題・問題点】 
リーディングの基礎はあったものの、英語が聞き取れない＆全くス

ピーキングができない状況でした。 
 
【その状況を打開した勉強法】 
まずは自分の苦手分野を徹底的に把握することから始めました。 
例）TOEICなら何回か模試を解き、各パートの正答率を出して苦手
分野を把握。PALETTE SCHOOLでは初めの試験でリスニングが圧
倒的に弱いことがわかりました。 
 
【その状況を打開したマインドの持ち方】 
英語のスコアをあげたいというより、現地の人ともっと深い話をし

たい！という目的を持つようにしました。  
【これから留学する方へのアドバイス】 
あくまでも英語はツールだと思うので、その先の目的や目標を持つ
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ことがモチベーションを上げる（下げない）ために重要だと思いま

す。また、自分１人で机に向かって勉強するのも重要ですが、ある

程度リミットを決め、できるだけ人と交流する中で学ぶほうがおす

すめです。参考書に書かれている英語と実際に使う英語は全く違う

なと感じたからです。（参考書だけだと誰も使わない英語も学ぶこ

とになり非効率な場合があります。） 
 
 
■山下星夢（PALETTE SCHOOLスタッフ、アメリカ留学経験） 
【留学初期の英語学習に関する課題・問題点】 
留学当初、中学生の英語を終えた程度の英語力しかなく、リスニン

グがほとんどできませんでした。また、拙い英語で話す事に対して

恥じらいの気持ちがありました。会話では、相手の表情以外全てが

わからないし、質問をされても返答の仕方がわからないのであまり

楽しい会話ができませんでした。 
 
【その状況を打開した勉強法】 
まず、とにかく人と話し、英会話になれる事にフォーカスしました。

色んな人と積極的に遊びに行き、英語を使う状況を可能な限り作り

出しました。すると、まず返答の仕方がわかってきて、だんだん会

話が成り立つようになり、円滑なコミュニケーションがとれるよう

になりました。会話ができると学習が楽しくなっていき、更なるモ

チベーションにも繋がりました。 
 
【その状況を打開したマインドの持ち方】 
「日本語を少しだけ話せる外国人ってたまにいるけど、その日本語

ってなんか面白いし可愛らしいな」ということを思い出しました。

なので、英語ネイティブの人たちにとっても私の完璧でない英語は

そのように聞こえるだろうから、むしろ面白いんじゃないか、と開

き直りました。 
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【これから留学する方へのアドバイス】 
誰でも最初は英語を聞きとれないし、話せません。拙い英語力の自

分にがっかりすることもあるかもしれませんが、折れずに英語学習

を頑張ってください。特に語学は、ある一定の時間学び続ければ、

一気に効果が現れると言われています。そのトンネルを抜けるまで

頑張り続ければ、先には多様な人たちと話せたり、幅広い情報を英

語で収集できる最高の世界が待っています。それに向けて頑張って

ください！ 
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＜分野編＞ 

 
■リスニング 
・	聞き取り（音声を聞いて、本文の穴を埋めていく）のは役に立っ

た。（西村知晃） 
・	TOEICのリスニングを聞き、そのすぐ後に同じ内容を音読するシ
ャドーイングを行った。（青木亮隆） 

・	授業中の会話を録音して何度も聞き直す。（籾山智子） 
・	リスニングの教材を２倍速で聞き、早い英語にも慣れる（籾山智

子） 
・	訛りのある英語を聞き取るには、文脈とその人たちの特徴をつか

むことが大事だと思います。その人たちがどのような特徴をもっ

ているのかを把握すれば、格段に聞き取りやすくなると思います。

また慣れることも大事です。（古谷渚） 
・	授業での先生との会話を録音し、復習していた。英語を聞けるよ

うになってきてからは TOEICのリスニングパートを使いシャド
ーイングを行った。（鍋嶋弘司） 

 
 
 
■スピーキング 
・	ネイティブが頻繁に使う会話中の表現を覚えて、すぐに実際の場

で使ってみるようにしました。特に動詞を覚えることを意識する

と、英語で伝えることのできる範囲が広がりました。（山下星夢） 



 20 

・	授業はマンツーマンだったので、受けているうちに自然と

Speakingや Listeningの力が伸びている手ごたえはありました。
しかし、授業時間以外の先生との会話や、先生以外の外国人との

会話だと途端に聞き取れなくなったり、言葉が出てこなかったり

しました。そこでスタッフに相談したところ、授業時間以外（ラ

ンチタイムなど）にも積極的に先生と話したほうが良いと言われ、

積極的に話しかけたり、一緒にランチしたりしました。すると、

しばらくして英語で普通に会話をすること（授業中の会話以外も）

が徐々にできるようになり、自信がつき、その自信が更に他の人

に話してみようという意欲に繋がりました。やはり、話す機会が

多ければ多いほど自信がつき、それに合わせて能力が伸びていっ

たと思います。（一志邦仁夫） 
・	とにかく外国人と話す機会を沢山作りました。学校の先生と話す

だけでなく、学校外の人々と交流することで、英語の引き出しを

増やしていきました。（青木亮隆） 
・	自分のよく使う言葉（日本語）を英語に訳してみる。（籾山智子） 
・	あらかじめ外国人にあったときに質問する内容を英語で考えて溜

めておく。（籾山智子） 
・	結論ファーストを心掛け、文法より伝わることが大事だと自分に

言い聞かせ、英語を話すことへの抵抗感をなくす。（籾山智子） 
・	 
 
■リーディング 
・	英語の文章を読む際、頻出する動詞などは辞書を引いて、意味や

使い方を地道に覚えるようにしていました。でも、わからない単

語全てを辞書で調べるのではなく、ほとんどの単語はある程度意

味を予測して読み進めていました。わからない単語はキリがない

ので、とにかく沢山読んで「この単語よく出てくるなぁ」という

ものを優先して、学ぶようにしていました。その際は、単語帳の

例文や文章ごと学ぶようにしていました。覚えるというよりかは

学ぶというイメージでした。（山下星夢） 
・	好きな本の英語版を読む。（籾山智子） 
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・	TOEIC模試のリーディングと英語論文を読みまくりました。最初
は全く理解できないので、スラッシュリーディングを取り入れ、

精読するよう心掛けた。（青木亮隆） 
＊スラッシュ･リーディングとは、文の構造(＝5文型)をつかみな
がら、文に区切りを入れていき、それぞれ独立した意味をとって

いく技法です。参考サイト：http://knowledge-plus.com/english/802/ 
 
■ライティング 
・	リーディングで学んだネイティブの書き方を参考にして、自分で

文章を書くようにしました。また、完璧なライティングをすぐに

マスターすることは絶対にできないので、自分が書いた文章をネ

イティブに添削してもらい、どこがどのように間違えたかを逐一

学び、自分の知識として蓄積していました。間違えやすいところ

はより意識して以後書くようにしていました。（山下星夢） 
・	友達とのメールと日記を書いて覚えました。（青木亮隆） 
・	気が向いた時だけ日記を英語で書く（毎日だと続かないとわかっ

ていたので）。（籾山智子） 
・	課題として英語でエッセイを書いていた。（鍋嶋弘司） 
 
■単語 
・	単語カードで覚えることも多かったですが、ほとんどはリーディ

ングをしている際に出てきたものを覚えていました。その方が、

使い方も同時に覚えられるし、頻出度合いもわかるので効果的だ

ったように思います。また、単語帳を計画的に何回も往復して学

びました。１ヶ月以内に単語帳を 10往復すると決めて、１日に
何単語しなきゃいけないかを計算し、毎日実行しました。その際、

完全に覚え切ろうとせず、小さな記憶を蓄積させ続けることが効

果的でした。（山下星夢） 
・	日常生活で英語名がわからない物や事が出てきたときは、指をさ

して「How do you say this in English?」などとその場で友達に
質問して聞くようにしていました。発音も同時に覚えられるので

良かったです。（山下星夢） 
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・	基礎単語＆DUOで勉強しました。（西村知晃） 
・	見たことのない単語に出会ったらメモし、調べて、翌日の会話で

使うようにしました。（青木亮隆） 
・	一番大事なのは単語だと思います。古典的なやり方ではあると思

いますが暗記するという努力なしには全般的な英語力は上がらな

いと思います。（古谷渚） 
・	わからない単語が出てきたら書き出していました。DUOを使っ
ていました。（鍋嶋弘司） 

・	わからなかった単語は googleで画像検索にかけ、視覚的に単語の
意味を理解するようにしていました。（小黒佑太郎） 

 
■その他 
・	文法は、TOEICなどの問題集をやり続けていれば、間違いのパタ
ーンが限られていることに気づき、地道に一つずつそのパターン

を理解していくことでマスターできました。また、会話やリスニ

ングの際にも、ある程度正しい文法を意識して話すよう心がけて

いました。意識しすぎて話すのを躊躇することはダメですが、間

違えた文法で話したことに自分で気付き、次に活かすことが大切

だと思います。（山下星夢） 
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英語学習ツール紹介  
（アプリ /ウェブ /勉強法 /参考書）  

 

 
 

Listening 
レベル：全般  

n English as a Second Language（ESL）  Podcast – Learn 
English Online 

種類：Podcast 
 
【概要】 
特定の英語フレーズの使い方・使うべき状況・意味が類似した単語

の違い、などを各回ネイティブスピーカーが英語で解説する短編ラ

ジオみたいなものです。英語を英語で学ぶのは難しいそうに思えま

すが、解説の際の英語は簡単な英語でわかりやすく説明してくれて

いるので中級者にとっては効果的です。 
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【使用状況】 
リスニング力を伸ばしたい時、歩きながら聞き流しもできるので、

「ながら勉強」として効果的。フレーズも同時に学べるし、耳が慣

れていく感覚を持てます。 
 
【備考（URL）】 
https://itunes.apple.com/jp/podcast/english-as-second-language/id
75908431?mt=2 
 
 
n 英語のリスニング教材を２倍速で聞く 
種類：学習方法 

 
【概要】 
リスニング教材を２倍速で聞くことで、始めは全くついていけませ

んが、だんだん慣れていきます。そうすると、実際の試験（TOEIC
など）を受けた時にとてもゆっくりに聞こえます。また、２倍速だ

とどこを強調して発音しているのかが通常よりもはっきり聞こえる

ので、スピーキングの参考にもなります。 
 
【使用状況】 
英語に耳を慣らしたい。リスニングの学習時間を短縮したい時。 
 
n Lyrics Training  
種類：ウェブ 
 
【概要】 
洋楽を聞いて聞こえてくる単語や文章を入力していきます。正しく

打ち込めると次に進めるのでゲーム感覚で進めます。 
すごくたくさんの曲に対応していて Let it goや Justin Bieberなど
の曲もあるので、楽しくリスニングのトレーニングができます。英

語の勉強にもなるし、カラオケでも歌えるようになるので音楽が好
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きな人にはぴったりのサイトです。また、音楽で英語を覚えるのは

文法とスピーキング両方に役立ちます。テストを受けている時に文

法でわからなくなったけど、好きな曲の歌詞が浮かんできて〇〇の

後は -ingだ！と思い出して正解だったことなどがよくあります。 
 
【使用状況】 
楽しくリスニングの勉強をしたい時。 
 
【備考（URLなど）】 
http://lyricstraining.com 
 
n English Central 
種類：アプリ 
 
【概要】 
 短い動画がビジネスやメディア・キッズとカテゴリー化されていて、
自分の興味のある動画を字幕（英語、日本語）で見ることができる。

わからない単語があればその場で意味を見ることができる。 
 
【使用状況】 
リスニングを伸ばしたい時には効果的。動画も短く集中して見るこ

とができる。 
 

【備考（URLなど）】 
http://ja.englishcentral.com/videos 
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レベル：初級〜中級  

n Duo英単語+Clipbox 
種類：参考書+アプリ 
 
【概要】 
Duo 英単語とリスニング教材（ダウンロード）を一緒に使って、効
率よく単語+リスニングを鍛える 
 
1.Clipboxダウンロード 
ご存知の方も多いと思いますがスマートフォンであらゆるファイル

形式のダウンロードを可能にするアプリです。 
 
2.Clipboxを使い、Youtubeから DUO単語帳の音源ダウンロード 
DUO単語帳の音源をダウンロードして、どこでもいつでも聞けるよ
うにする。 
※市販の DUOの市販リスニング CDも販売されているが高いので、
こちらをおすすめ。スピードも Youtubeの方が市販のものよりも少
し倍速されているような気がします。 
 
▽動画タイトル（Youtubeで検索したら出てきます）	  
①「DUO3.0 op4 (英のみ〜	 １〜５６０)」 
内容→復習用として使用 
３０分間に合計５６０文	 ２６００個程の単語聞き流しが可能！ 
初心者には少しスピードが早いかも知れません。単語帳が完璧でな

くても一周終わっている方は、シンプルにこれを毎日聞き流しする

だけでかなり力がつくと思います。単語帳は、細かくきちんと１か

ら意味を完璧に覚えていくと、一周した頃には最初の単語を忘れて

しまいますので、全体をさらっと浅く毎日やる事できたら非常に効

率が良いです。このでは、３０分で一周まわすことができます。 
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②「DUO3.0 op19（英のみ×１０）」 
内容→学習用として使用 
3時間くらいあり、非常に長いです。①は高速で例文がひたすら読ま
れていくのに対し、②は同じ例文を１０回読んでくれます。DUOを
使い始めたばかりの方は、単語学習する時に耳と目で覚えていくと

良いと思います。 
 
【使用状況】 
毎日継続させるのが苦手な方でも、この方法ですと簡単に効率よく

勉強できるので、なんとか継続する事ができています。DUO3.0 に
限らず別の単語帳でも良いと思うのですが、音源を使って勉強する

のは非常に効果的です。使い方がわからない単語は納得するまでイ

ンターネットで調べて、ノートなどに記入すると頭に入ってきやす

いです。 
 
【備考（URLなど）】 
DUO： 
https://www.amazon.co.jp/DUO-3-0-鈴木-陽一
/dp/4900790052/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470361324&sr=8-1&keywords=
DUO英単語 
 
clipbox使い方： http://clipbox-official.com/usages/p/dl1 
 
 
n リスニングドリル 
種類：アプリ 
 
【概要】 
TED トークや、映画などのリスニングアプリ。字幕を日本語/英語/
日本語+英語に変えられるので便利。 
TEDトークもジャンル別に探すことができます。 
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【使用状況】 
リスニングを勉強したいが、すぐに飽きてしまう人 
 
【備考（URLなど）】 
https://itunes.apple.com/jp/app/risuningudoriru-yu-xue-yan/id545
518754?mt=8 
 
 
n バイリンガルニュース（Podcast） 
種類：Podcast 
 
【概要】 
バイリンガルの男女が時事ネタについてトークするものです。基本

的に男性が英語で、女性が日本語で会話を進めていくので、途中か

ら全く内容が理解できない！という問題が起こりません。また、時

事ネタはなかなかニュースで取り上げない世界の問題を扱っており、

尚且つ非常にわかりやすく説明してくれるので、英語だけでなく

様々なことを学べるのも特徴です。 
 
【使用状況】 
全て英語の教材だとついていけなくなってしまうという問題を抱え

る人。また英語だけでなく、英語を使った時事問題に関しても学び

たい人。 
 
【備考（URLなど）】 
https://itunes.apple.com/jp/podcast/bairingarunyusu-bilingual/id6
53415937?mt=2 
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n TEDICT - TEDで英語を習おう 
種類：アプリ 
【概要】 
TEDの英会話勉強用のアプリです。TEDのスピーチと字幕が流れて
きて、字幕の穴埋めを打ち込んで行う仕様になっています。打ち込

むと次に進めるので、ゲーム感覚で楽しく学べます。アプリなので

電車の中などでも気軽に利用できます。 
 
【使用状況】 
日常会話ではなく、どちらかというとリスニングの試験対策をした

い時に効果的だと思います。 
 

【備考（URLなど）】 
https://itunes.apple.com/jp/app/tedict-tedde-ying-yuwo-xiou/id537961396?mt
=8	 (２４０円) 
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Speaking 
レベル：全般  

n Twitterの英会話 Bot関連 
種類：アプリ 
 
【概要】 
ネイティブが使うような自然な英語表現を流す Bot。タイムライン
で見たことある表現を、実際に使ってみたところ、普通に通じたの

で、それ以降重宝しています。 
 
【使用状況】 
Twitterなので意識せずに勉強できる。 
表現の引き出しを増やしたい人向け。 
 
 
n 瞬間英作文シリーズ 
種類：参考書、アプリ 
 
【概要】 
文章構成力を付けるためのもの。リスニングにもスピーキングにも

応用可能。 
 
【使用状況】 
日本語→英語への変換が遅くて悩んでいた時に使用した。 
 

【備考（URLなど）】 
https://www.amazon.co.jp/どんどん話すための瞬間英作文トレーニ
ング-CD-BOOK-森沢-洋介
/dp/4860641345/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470360956&sr=8-1&
keywords=瞬間英作文 
（この他にも同シリーズがいくつかあります。） 
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レベル初級〜中級  

n 日常英会話のみノート 
種類：その他学習方法 
 
【概要】 
留学していると「あれ？これって英語でなんて言うんやろ？」 
となる時がよくあると思います。それをひたすらノートに記入して

いきます。 
 
【使用状況】 
スピーキングに自信がない方におすすめ。 
日常会話がスムーズになってきます。  
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Writing 
レベル：全般  

n Lang 8 
種類：ウェブ 
 
【概要】 
Lang-8は言語学習者のための相互添削型 SNSです。 
学習中の言語で文章を書くと、その言語を母国語とするユーザーが

その文を無料で添削してくれます。自分自身も日本語を添削してほ

しい人の文を添削します。 
 
【使用状況】 
Writingを勉強する事ができる数少ないウェブサービスで、長文添削
に長けています。 
＜使用例＞ 
①日記を毎日英語で書いて、ここに投稿 
②ネイティブに添削してもらう 
 
【備考（URLなど）】 
http://blog-ja.lang-8.com 
 

レベル：初級〜中級  

n BUGUMI 
種類：ウェブ 
【概要】 
海外のペンフレンド募集サイト。基本的に友達追加後 Facebookを利
用してメッセージのやり取りを行います。ここでできたオンライン

上の友達のおかげで、英語に日常的にふれる機会を作ることができ

ました。 
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【使用状況】 
日本型の学習法でリーディングとライティング中心の学習をしてき

たが、スピーキングが苦手！という人におすすめ。英語でチャット

を継続して行っていると、そこで打った表現や文法をスピーキング

の際に自然と使えるようになるため、英会話力を上げる第一歩とし

て効果的です。 
 
【備考（URLなど）】 
http://bugumi.com/ 
 
n 基本英文７００選 
種類：参考書 
 
【概要】 
ネイティブが使うような自然な表現ではないが、文を覚えるくらい

繰り返し書いたり音読したりすることで、英語の基本的な構文・文

法が頭に入って、英語を話すときのベースとなる。 
 
【使用状況】 
ベースを作りたい人 
英語表現の引き出しが多く欲しい人 
文法に自信がない人 
 

【備考（URLなど）】 
基本作文 700選： 
https://www.amazon.co.jp/ 基 本 英 文 700 選 - 駿 台 受 験 叢 書 - 鈴 木 - 長 十
/dp/4796110011/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1470361688&sr=8-2&keywords=基本英

文７００選（駿台文庫） 

新・基本作文 700選： 
https://www.amazon.co.jp/新・基本英文 700 選 -駿台受験シリーズ -鈴木 -長十

/dp/4796110445/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470361688&sr=8-1&keywords=基本英
文７００選（駿台文庫） 



Reading 
レベル：上級  

n 英文解釈教室・改訂版 
種類：参考書 
 
【概要】 
これを熟読すれば、Readingに関する不安な点をほとんど解消できます。
ただ、内容は英語の読み方について書いてあるものなので、非常に難し

いです。途中で投げ出す人が多いですが、やりきると Readingに関して
はすごい力が身につきます。 
 
【使用状況】 
英文を構造的に理解できるようになりたいとき。 
 
【備考（URLなど）】 
https://www.amazon.co.jp/ 英 文 解 釈 教 室 	 改 訂 版 - 伊 藤 - 和 夫
/dp/4327764124/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1470362090&sr=8-
1-fkmr0&keywords=n 英文解釈教室・改訂版 
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単語 
レベル：全般  

n キクタン（Entry/Basic/advanced/Super） 
種類：参考書（アプリもあります） 
【概要】 
数ある単語帳の中でも人気のシリーズ。 
英語→日本語→英語の順で音が流れてくるのが良い点です。 
レベル別に細かく分かれているので、自分のレベルに合った単語の勉強

をすることができます。 
 
【使用状況】 
単語の勉強をしたい時。 
 
【備考（URLなど）】 
参考書シリーズ： 
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=カタカナ
&url=search-alias%3Daps&field-keywords=キクタン 
 
n Duolingo 
種類：アプリ 
【概要】 
英語の基礎学習をサポートしてくれるアプリ。英文をあらゆる角度から

検証でき、理解が深まり、嫌でも記憶に定着します。 
 
【使用状況】 
ゲーム感覚で英語を学びたいとき。 
 
【備考（URLなど）】 
アプリ： 
https://itunes.apple.com/jp/app/duolingo-ying-yuwo-wu-liaode/id5700
60128?mt=8 
ウェブサービス：https://ja.duolingo.com 
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レベル：初級〜中級	  

n Duo 
種類：単語帳 
 
【概要】 
英単語を覚えることが可能。 
少数の単語を完全に覚えきろうとするのではなく、完璧に覚えられなく

ても良いので、多数の単語を毎日覚え続ける。終わったら、また最初か

ら繰り返していきます。単語単体で覚えるのではなく、文章ごと覚える

と効果的です。日常会話でのボキャブラリーを増やしたいときは、これ

は普段使わないだろうと思う単語は覚えずに飛ばしていく。 
 
【使用状況】 
留学初期で本当に英語がわからず、まずは単語を伸ばそうと思っている

人。 
 
【備考（URLなど）】 
https://www.amazon.co.jp/DUO-3-0-鈴木-陽一
/dp/4900790052/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470361324&sr=8-1&keywords=DUO英単語 
 
 
n ホルダーなしの単語カード 
種類：学習方法 
 
【概要】 
単語カードのホルダーをとって、高速で単語カードをめくる。その際に、

わからなかった単語とわかった単語を分けて、わからなかったものは繰

り返し行う。１日に絶対１０個を覚えることを１０日間しようとするの

ではなく、毎日１００単語を１０日間行うようにするとより効果的。 
 
【使用状況】 
単語をとにかくたくさん覚えたい時。何度も間違える単語をいい加減覚

えたい時。 
 



 37 

TOEIC 
n [完全改訂版]TOEICテスト直前の技術 
種類：参考書 
 
【概要】 
TOEICの勉強を始める際に効果的な参考書。試験中のタイムマネジメン
トや各問題の解き方について詳しく書かれており、英語学習初心者から

上級者まで TOEIC スコアを大幅にアップすることができます。特にリ
スニングパートの解き方は詳しく記載されており、この参考書を読んで

おけば間違いなく点数がアップします。例えば、「Part２で質問文と回
答文に同じ言葉もしくは似た発音のものがでてきたらひっかけ問題」で

あることや、「Part３・４では回答シートにマークせずにスラッシュを
いれるだけで問題を先読みする時間を増やす」など、回答のスピードを

上げるためのテクニックがたくさん紹介されています。 
 
【使用状況】 
TOEICの点数をアップさせたいとき。 
 
【備考（URLなど）】 
https://www.amazon.co.jp/CD 付-完全改訂版-TOEIC テスト直前の技術-ロバート・ヒルキ
/dp/4757426747/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1470625869&sr=8-1&keywords=ＴＯＥＩＣ
テスト直前の技術 

 

n １日１分レッスン！新 TOEIC千本ノック！ 
種類：参考書 
 
【概要】 
１ページにつき、１つの問題が載っている参考書です。小さくて軽いの

でどこにでも持ち運べます。とりあえず１週終わらせ、間違えたところ

を何度も繰り返し練習をし、少なくとも３週はすると効果があると思い

ます。隙間時間でもできるので、参考書の中でもかなりハードルが低い、

かつ TOEICのスコア向上に直結する勉強方法です。 
 



 38 

【使用状況】 
あまり時間がない人。がっつり参考書を解くのが苦手な人。 
 
【備考（URLなど）】 
https://www.amazon.co.jp/1日 1分レッスン-新TOEIC-千本ノック-祥伝
社黄金文庫-Gな 7-6/dp/4396314507 
 
 
n Enjoy life in English! 
種類：ウェブ 
【概要】 
TOEICの目標点数ごとに最適な勉強方法と教科書、アプリなどを教えて
くれる。初心者から上級者まで使えるサイトです。 
 
【使用状況】 
フィリピン留学中に毎日参照していた、TOEICのリスニングとリーディ
ングを伸ばすのに効果的なサイトです。 
 
【備考（URLなど）】 
http://enjoylifeinenglish.blog112.fc2.com/blog-entry-261.html 
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