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英語英語英語英語教教教教材材材材はははは嫌嫌嫌嫌というほどというほどというほどというほど買買買買ったったったった。。。。英英英英会会会会話話話話スススス
クールクールクールクールにもにもにもにも通通通通ったったったった。。。。英字新聞英字新聞英字新聞英字新聞やややや、、、、しゃべるしゃべるしゃべるしゃべる辞辞辞辞
書書書書だってだってだってだって・・・・・・・・・・・・もうもうもうもう私私私私にににに英語英語英語英語はははは無理無理無理無理なのかなのかなのかなのか・・・・・・・・・・・・
とあきらめかけているとあきらめかけているとあきらめかけているとあきらめかけている・・・・・・・・・・・・だけどやっぱりだけどやっぱりだけどやっぱりだけどやっぱり来来来来
年年年年こそこそこそこそ英語英語英語英語ををををマスターマスターマスターマスターしたいしたいしたいしたい！！！！というあなたというあなたというあなたというあなた
にににに、、、、あとあとあとあと２２２２週間限週間限週間限週間限りのりのりのりの緊急緊急緊急緊急のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせですですですです。。。。 

 
 
 

 
 

三日坊主三日坊主三日坊主三日坊主だっただっただっただったと自ら語る坂本さんが、すでにすでにすでにすでに数数数数ヶヶヶヶ月月月月もももも英語英語英語英語
学学学学習習習習をををを継続継続継続継続できているできているできているできている理由を、あなたは知りたくないです
か・・・？ 
 
しかも、「「「「英語英語英語英語をををを読読読読むことがむことがむことがむことが苦苦苦苦ではなくなるではなくなるではなくなるではなくなる」」」」ほどのほどのほどのほどの成果成果成果成果をををを、、、、そそそそ
んなんなんなんな短期間短期間短期間短期間でででで出出出出しているしているしているしている方法とは・・・ 
 

「「「「それにしてもこのそれにしてもこのそれにしてもこのそれにしてもこのメルマガメルマガメルマガメルマガとととと教教教教材材材材のののの威力威力威力威力はすごいものがありはすごいものがありはすごいものがありはすごいものがあり
ますねますねますねますね。。。。気気気気がついたらがついたらがついたらがついたら教教教教材材材材をををを始始始始めてからめてからめてからめてから数数数数ヶヶヶヶ月月月月がががが経経経経ちますちますちますちます。。。。三三三三
日坊主日坊主日坊主日坊主なななな僕僕僕僕がここまでがここまでがここまでがここまで続続続続けられるとはけられるとはけられるとはけられるとは。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、英語英語英語英語をををを読読読読むことむことむことむこと
がががが苦苦苦苦ではなくなっていますではなくなっていますではなくなっていますではなくなっています。」。」。」。」    
    

Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー、、、、坂坂坂坂本本本本さんさんさんさん    

そのそのそのその答答答答えにえにえにえに興味興味興味興味があるがあるがあるがある場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、、、、このこのこのこの手紙手紙手紙手紙はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが今今今今
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来来来来年年年年こそはこそはこそはこそは自由自在自由自在自由自在自由自在にににに英語英語英語英語をををを使使使使いこなしたいといこなしたいといこなしたいといこなしたいと思思思思っているあっているあっているあっているあ
なたへなたへなたへなたへ：：：： 
 
こんにちは、Feel English Inner Circle代表のKENZOです。 
 
この手紙は、 
 
 

・ ・ ・ ・ 来来来来年年年年こそはこそはこそはこそは英語英語英語英語をををを自由自由自由自由にににに使使使使いこなせるようになりたいいこなせるようになりたいいこなせるようになりたいいこなせるようになりたい 
 
 
というあなたの熱い願いを達成するお手伝いをさせてもらうために書きまし
た。 
 

 
もちろん、この手紙を読んだ結果として、Inner Circleのメンバーとして僕やそ
の他大勢の仲間とともに英語をマスターしていきたいと思ってくれたなら、こ
れほどうれしいことはありません。 
 
それは英語に対して真剣で、なおかつ僕の理念に共感してくれているという
ことですから、新しい「仲間」としてあなたを大歓迎いたします。 
 
そして必ず、あなたを一段高いステージに押し上げてみせます。 
 
ただただただただ、、、、今今今今はははは、、、、このこのこのこの手紙手紙手紙手紙はあなたへのはあなたへのはあなたへのはあなたへのプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントだとだとだとだと思思思思ってくださいってくださいってくださいってください。。。。 
 
この手紙の内容は、僕が考える英語学習の全てを書いたといっても過言で
はありません。 
 
あなたが、いまだに英語ができない理由、その根拠、そしてその解決法、こ
の３つのことが、書いてあります。 
 

年年年年読読読読んだんだんだんだ中中中中でででで最最最最もももも重要重要重要重要なななな手紙手紙手紙手紙となるでしょうとなるでしょうとなるでしょうとなるでしょう。。。。今今今今すぐにすぐにすぐにすぐに続続続続きききき
をををを読読読読んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。このこのこのこの手紙手紙手紙手紙をををを読読読読むだけでもむだけでもむだけでもむだけでも、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの英語英語英語英語
力力力力はははは飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的ににににアップアップアップアップするでしょうからするでしょうからするでしょうからするでしょうから。。。。

ですので、はじめに断っておきますが、この手紙の目的は「売り込み」ではあ
りません。
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だから、長くなってしまったのです。 
 
しかし、もしあなたが本気で英語習得を望むのならば、あなたの貴重な時間
を少しかけて、読む価値はあると確信しています。 
 
そして困ったときはこの手紙を読んでください。何度も読んでください。印刷
するのもいいでしょう。必ず、ブレイクスルーが起こりますから。 
 
ただ、もし、内容に納得がいかないということがあれば、申し込まれる必要は
おろか、読む必要すらありませんから、その時点でページを閉じてください。 
 
あなたの貴重な時間を無駄にはしたくないですから。 
 
さあ、それでは早速、読み進めてください。 
 

 
 
 
 
はじめに、一つ質問をします。非常に簡単な質問です。 
 

質問質問質問質問：：：：なぜなぜなぜなぜ、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは英語英語英語英語をををを習得習得習得習得したいのですかしたいのですかしたいのですかしたいのですか？？？？ 

 
英語でニュースを見たい。 
字幕なしで映画を楽しみたい。 
海外の取引先とのミーティングできちんと発言したい。 
英語のプレゼンがある。 
海外旅行をしたとき、自分の思っていることをきちんと伝えたい。 
英字新聞を読み、世界の動きをフォローしたい。 
 
いろいろな思いがあるでしょう。英語を習得すれば、とても充実した人生が
待っている。 
 
それは、間違いではありません。 
 
英語を習得した暁には、今では考えられないような世界が待っています。 
 
しかし。 
 

あなたがこれから英語を学び続けるに当たって、非常に的確な「地図」となっ
てくれることでしょう。
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現実は、あなたにとって望ましくないものになっているのではないですか？ 
 
 
毎毎毎毎日日日日毎毎毎毎日疲日疲日疲日疲れているにもかかわらずれているにもかかわらずれているにもかかわらずれているにもかかわらず、「、「、「、「一日一日一日一日にににに５５５５分分分分でもいいからでもいいからでもいいからでもいいから」」」」というというというという話話話話をををを
信信信信じてじてじてじて夜夜夜夜遅遅遅遅くまでくまでくまでくまで机机机机にににに向向向向かうかうかうかう。。。。 
 
（いったいいつまでつづければいいのだろう・・・。） 
 
テキストテキストテキストテキストのののの指示指示指示指示にににに従従従従ってってってって、、、、テストテストテストテスト以外以外以外以外でででで使使使使うことのないうことのないうことのないうことのない文法規則文法規則文法規則文法規則をををを念念念念仏仏仏仏のよのよのよのよ
うにうにうにうに唱唱唱唱えながらえながらえながらえながら必死必死必死必死にににに丸暗記丸暗記丸暗記丸暗記。。。。 
 
（いったいいつこんな知識が生きるのだろう・・・。） 
 
いついついついつ使使使使うかわからないようなうかわからないようなうかわからないようなうかわからないような単単単単語語語語もももも毎毎毎毎日日日日毎毎毎毎日丸暗記日丸暗記日丸暗記日丸暗記。。。。 
 
（いったいいつこんな単語を使えばいいのだろう・・・。） 
 
移動時間移動時間移動時間移動時間もももも常常常常にににに念念念念仏仏仏仏をををを唱唱唱唱ええええ、、、、CDCDCDCDをををを聞聞聞聞きききき、、、、単単単単なるなるなるなるスラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディングスラッシュリーディングがががが「「「「ネネネネ
イティヴイティヴイティヴイティヴ読読読読みみみみ」」」」だとだとだとだと本本本本気気気気でででで信信信信じじじじ、、、、まったくまったくまったくまったく興味興味興味興味のないのないのないのない内内内内容容容容ののののCDCDCDCDをををを何回何回何回何回もももも何回何回何回何回
もももも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし聞聞聞聞いていていていて、、、、意味意味意味意味もわからずただひたすらにもわからずただひたすらにもわからずただひたすらにもわからずただひたすらに音音音音読読読読をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす日日日日々々々々。。。。 
 
（なのに全く進歩した気がしないのはなぜだろう・・・。） 
 
ちょっとちょっとちょっとちょっと苦痛苦痛苦痛苦痛になってになってになってになってサボサボサボサボってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、途端途端途端途端にににに前前前前にやったはずのところをにやったはずのところをにやったはずのところをにやったはずのところを忘忘忘忘
れていることにれていることにれていることにれていることに気気気気がつくがつくがつくがつく。。。。 
 
（ああ、一昨日やったばかりなのに・・・。） 
 
復習復習復習復習しているうちにしているうちにしているうちにしているうちに全全全全くくくく学学学学習習習習がががが進進進進まなくなりまなくなりまなくなりまなくなり、、、、自分自分自分自分はなんてはなんてはなんてはなんて記憶力記憶力記憶力記憶力がががが悪悪悪悪いんいんいんいん
だろうだろうだろうだろう、、、、英語英語英語英語にににに向向向向かないかないかないかない頭頭頭頭をしているんだろうをしているんだろうをしているんだろうをしているんだろう、、、、もっともっともっともっと小小小小さいうちにさいうちにさいうちにさいうちに外外外外国国国国へへへへ行行行行
っておけばよかったっておけばよかったっておけばよかったっておけばよかった、、、、などとなどとなどとなどと思思思思いながらいつしかやるいながらいつしかやるいながらいつしかやるいながらいつしかやる気気気気もなくなるもなくなるもなくなるもなくなる。。。。 
 
（教材が自分にあってないのかな・・・それとも勉強法が・・・。） 
 
結果結果結果結果はははは散散散散々々々々、、、、またまたまたまた新新新新しいしいしいしい教教教教材材材材でででで心機一心機一心機一心機一転転転転頑張頑張頑張頑張ろうとろうとろうとろうと決意決意決意決意するけどするけどするけどするけど、、、、悲悲悲悲しいかしいかしいかしいか
なななな、、、、歴歴歴歴史史史史はははは繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす。。。。 
 
（もうやめた！どうせ自分には英語なんかできないんだ！！） 
 
 
・・・こんな経験、ないでしょうか？ 
 
何を隠そう、僕にはあります。 
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英語は大好きで、英語への憧れも人一倍強かった僕ですが、本当に、今思
い出しても涙が出るくらい、結果が出ませんでした。 
 
やってもやっても、いや、むしろやればやるほど、「英語」が遠くなっていくの
を感じました。 
 
覚えた単語は忘れる。覚えた熟語も忘れる。覚えた構文も忘れる。覚えた例
文も忘れる。もう、覚えたことはその瞬間から忘れ始めているような有様でし
た。 
 
「努力と結果は全く関係ないのではないか、結局英語はセンスなのではない
か」と本気で思っていたほどです。 
 
好きだったはずの英語が、嫌いになりかけたこともありました。物覚えが悪
く、頭の悪い自分も嫌いになりました。 
 
今、あなたもきっと、程度の差こそあれ、昔の僕と近いような生活をしている
のではないでしょうか？ 
 
ちなみに、僕は今では英語を教える立場になりました。 
 
一方で。 
 
あなたは、そんなに熱心に英語習得を望んでいるにもかかわらず、いまだに
こんな手紙を読まなくてはいけないような英語力しかない。 
 
僕はおそらくあなたよりも若い。 
 
そして、頭もおそらくあなたよりよくないと思います。 
 
そんな僕が、今ではメルマガも含めて３０００人以上の人に英語を教える立
場になって、その一方であなたはいまだに英語学習につまずいて、前に進
めないでいる。 
 
この違いはなんなのでしょうか？ 
 
せっかくですから、もっと、直接的にいいましょう。 
 

上でお話したのは、実は昔の僕です。
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なぜなぜなぜなぜ、、、、あなたはいまだにあなたはいまだにあなたはいまだにあなたはいまだに英語英語英語英語をををを満満満満足足足足にににに使使使使いこなせないのですいこなせないのですいこなせないのですいこなせないのです
かかかか？？？？ 
 
 
 

なぜあなたはいまだになぜあなたはいまだになぜあなたはいまだになぜあなたはいまだに英語英語英語英語をををを使使使使えないのか えないのか えないのか えないのか ----英語英語英語英語学学学学習神話習神話習神話習神話
７７７７つのつのつのつの大罪大罪大罪大罪---- 

 
少し、今の話はきつすぎたかもしれません。気を悪くしてしまったのなら、謝
ります。これだけは信じて欲しいのですが、決して、僕は自分の実力をひけ
らかしたいわけでも、あなたを馬鹿にしたいわけでもありません。 
 
だって、ついこの間までは僕もあなたと同じ立場にいたんですから。 
 
むしろ、あなたの気持ちは痛いほどよくわかるのです。 
 
自分のふがいなさと、効果の出ない英語教材に、人知れず怒りを感じていま
した。 
 
だからこそ、あえてきつい言い方をしたんです。 
 

 

 
そんなわけで、今から、僕の予備校講師生活、そしてプライベートでの生
活、さらにはメルマガの読者の方との関わりから得られた、「「「「あなたがあなたがあなたがあなたが英語英語英語英語
ができないができないができないができない７７７７つのつのつのつの理由理由理由理由」」」」を説明します。 
 
今まで、本当にたくさんの「英語難民」の方たちの相談を受けてきました。 
 
その数、延べ１０００人以上。 
 
それほどたくさんの方の話をふまえていますので、おそらく、あなたが英語を
いまだに自分のものにできていない理由も含まれているはずです。 
 
胸に手を当てて、自問自答してみてください。 
 
必ず、思い当たる節がありますから。 
 

「なぜ自分はいまだに英語ができないのか」と問いかけ、その答えを理解することは、
英語を習得する上で欠かすことのできない、非常に重要なことなのですから。

自分が英語を習得できない理由がはっきりし、それを改善できたなら、確実に英語がで
きるようになるのは、あたりまえですよね。
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では、準備はいいですか？ 
 
 
 
１１１１．．．．教教教教材材材材がががが多多多多すぎるすぎるすぎるすぎる 
 
世の中には、それこそ何千種類もの英語学習書が出版されています。
TOEICなどの資格試験対策本から、英会話でよく使えそうな例文を集めた例
文集、果ては学習カリキュラムをたてるための本や英語で日記をつけようと
訴える本まで、それこそ多様な本がありますよね。 
 
高額な通信教材もあります。 
 
スーパー○ルマーや、スピード○ーニング、ヒアリング○ラソンなど、いずれ
も半年で５万円前後する高額なものです。僕が持っているものだけでも２０
近くはあります。 
 
最近はネット上で、PDF型の教材も売られ始めました。こちらも１００ページ
前後で１万円～３万円程度と、比較的高額なものになっています。一体いく
つあるのかは把握できていないのですが、僕はやはり２０近く持っていま
す。 
 
さらには、各種英会話スクールなどが乱立していますよね。 
 
ウサギさんが一番有名でしょうか、しかしそのほかにも１０とか２０とか、地域
密着型のスクールまで入れればそれこそ１００とか２００はあると思います。
値段に関してはピンキリですが、大体年間３０万～１５０万くらいはかかって
しまいます。 
 
さあ、質問です。 
 
どれが一番効果的でしょうか？あなたにぴったりでしょうか？コストパフォー
マンスがいいでしょうか？ 
 

 
 
 
２２２２．．．．教教教教材材材材のののの内内内内容容容容がつまらないがつまらないがつまらないがつまらない 
 
「郵便局までの道を尋ねる」「図書館で本を借りる」「レストランでアイスコーヒ
ーを注文する」「飛行機で毛布を頼む」などなど、いったいどうやって場面を

このこのこのこの、、、、最最最最もももも重要重要重要重要なななな問問問問いのいのいのいの答答答答えがえがえがえが、、、、ちょっとやそっとじゃわからないほどちょっとやそっとじゃわからないほどちょっとやそっとじゃわからないほどちょっとやそっとじゃわからないほど、、、、教教教教材材材材があふれてがあふれてがあふれてがあふれて
いるのがいるのがいるのがいるのが現在現在現在現在のののの日本日本日本日本ですですですです。。。。こんなこんなこんなこんな混混混混乱乱乱乱したしたしたした状状状状態態態態ではではではでは、、、、英語力獲得英語力獲得英語力獲得英語力獲得もままなりませんもままなりませんもままなりませんもままなりません。。。。
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選んでいるのかわからない教材、多すぎます。 
 
あなたが知りたい表現を使う場面なんか、ほとんどなかったんじゃないです
か？（少なくとも僕はなかったです。） 
 
しかも解説は受験用の参考書とほとんど同じ。 
 
「不定詞を使った表現には３つの意味があり、これはその中の・・・。」「現在
分詞を後置修飾で使うと・・・。」「仮定法過去における丁寧表現というもの
は・・・。」 
 

 
 
３３３３．．．．文法文法文法文法をををを知知知知らないといけないとらないといけないとらないといけないとらないといけないと思思思思っていたっていたっていたっていた 
 
これは、ある意味では間違いではありませんが、今日本にある文法教育で
は全く意味がありません。 
 
極めてフォーマルなスピーチ、ライティングを要求されている場合は覚えな
いとダメでしょうが、普通に新聞・雑誌を読み、テレビを見て、自由に会話を
する、といった、日常生活をするうえでは、全く必要ありません。 
 
だいたい、今も書きましたが、じっさいの場面で 
 
「不定詞を使った表現には３つの意味があり、これはその中の・・・。」「現在
分詞を後置修飾で使うと・・・。」「仮定法過去における丁寧表現というもの
は・・・。」 
 
などと考えて英語を使う暇があるのでしょうか？ 
 
一体いつそんなことを、僕らが日本語でしているでしょうか？ 
 

 
 
 
４４４４．「．「．「．「聞聞聞聞きききき流流流流すだけすだけすだけすだけ」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉をををを鵜鵜鵜鵜呑呑呑呑みにしてしまったみにしてしまったみにしてしまったみにしてしまった 
 
これは、通信教育にありがちな殺し文句です。 

こんなつまらないこんなつまらないこんなつまらないこんなつまらない内内内内容容容容をををを学学学学びびびび、、、、説説説説明明明明読読読読んだってんだってんだってんだって、、、、眠眠眠眠くなるだけでくなるだけでくなるだけでくなるだけで、、、、進進進進歩歩歩歩はははは期待期待期待期待できませできませできませできませ
んんんん。。。。

繰繰繰繰りりりり返返返返しますがしますがしますがしますが、、、、もしもしもしもし文法文法文法文法教教教教育育育育がががが現現現現状状状状のままであるならばのままであるならばのままであるならばのままであるならば、、、、そのそのそのその文法文法文法文法はははは、、、、あなたにとっあなたにとっあなたにとっあなたにとっ
てはてはてはては無意味無意味無意味無意味であるばかりかであるばかりかであるばかりかであるばかりか「「「「有害有害有害有害」」」」ですですですです。。。。
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「１日たった１５分！聞き流すだけで一ヵ月後には口から英語が出てきま
す！！」 
 
なんて、あるわけないじゃないですか。 
 
このことに関して、米国が誇る名門中の名門、イェール大学の大学院でコミ
ュニケーションを専門に教鞭をとっておられるウィリアムヴァンス博士が、非
常に明快な指摘をしてくださっています。 
 
博士は日本での講演も少し行っており、早稲田大学などでも講演しておられ
る方です。 
 
以下、博士の見解です。 
 
 

    
「「「「こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは、、、、ドクターヴァンスドクターヴァンスドクターヴァンスドクターヴァンスですですですです。。。。今今今今、、、、日本日本日本日本にににに来来来来ていまていまていまていま
すすすす。。。。日本日本日本日本滞滞滞滞在中在中在中在中にすることのひとつににすることのひとつににすることのひとつににすることのひとつに、、、、市場市場市場市場のののの英語英語英語英語教教教教材材材材をををを審審審審
査査査査することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    
    
ものすごいものすごいものすごいものすごい数数数数のののの本本本本、、、、CDCDCDCD、、、、イーラーニングイーラーニングイーラーニングイーラーニングがががが溢溢溢溢れていてれていてれていてれていて、、、、どれどれどれどれ
をををを選選選選んでんでんでんで良良良良いのかいのかいのかいのか解解解解らずらずらずらず、、、、結果的結果的結果的結果的にににに最最最最もももも巧巧巧巧みなみなみなみな宣宣宣宣伝伝伝伝文句文句文句文句のののの物物物物
をををを買買買買っていたというっていたというっていたというっていたというケースケースケースケースもももも、、、、案外多案外多案外多案外多いのではないでしょういのではないでしょういのではないでしょういのではないでしょう
かかかか。。。。    
    
率直率直率直率直にいうとにいうとにいうとにいうと、、、、首首首首をかしげてしまうをかしげてしまうをかしげてしまうをかしげてしまうプログラムプログラムプログラムプログラムがががが相相相相当当当当ありまありまありまありま
すすすす。。。。    
    
特特特特ににににショックショックショックショックをををを受受受受けたもののけたもののけたもののけたものの中中中中にににに、、、、英語英語英語英語をををを聞聞聞聞いているだけいているだけいているだけいているだけ
でででで、、、、みるみるみるみるみるみるみるみるリスニングリスニングリスニングリスニングがががが良良良良くなるとかくなるとかくなるとかくなるとか、、、、自然自然自然自然とととと英語英語英語英語がががが喋喋喋喋れれれれ
るようなるといったるようなるといったるようなるといったるようなるといった教教教教材材材材がありますがありますがありますがあります。。。。    
    
残残残残念念念念ながらこのようなことはながらこのようなことはながらこのようなことはながらこのようなことは１２１２１２１２歳歳歳歳以下以下以下以下のののの子供子供子供子供にしかにしかにしかにしか起起起起こりこりこりこり
ませんませんませんません。。。。    
    
確確確確かにかにかにかに１２１２１２１２歳歳歳歳以下以下以下以下のののの子供子供子供子供はははは、、、、耳耳耳耳からからからから言語言語言語言語をををを学学学学んでいくのでんでいくのでんでいくのでんでいくので
すすすす。。。。    
    
しかししかししかししかし大人大人大人大人のののの言語能力獲得言語能力獲得言語能力獲得言語能力獲得はははは、、、、そのようなそのようなそのようなそのような訳訳訳訳にはいきませにはいきませにはいきませにはいきませ
んんんん。。。。    
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最最最最もももも早早早早いいいい上達法上達法上達法上達法はははは、、、、言語言語言語言語をををを生生生生産産産産するというするというするというするという創造的創造的創造的創造的、、、、能動的能動的能動的能動的なななな
スピーキングスピーキングスピーキングスピーキングとととと英語思考英語思考英語思考英語思考だとだとだとだと実実実実証証証証されていますされていますされていますされています。。。。    
    
このこのこのこの組組組組みみみみ合合合合わせでわせでわせでわせで、、、、リスニングリスニングリスニングリスニングをををを含含含含めためためためた他他他他のののの英語能力英語能力英語能力英語能力もももも飛躍飛躍飛躍飛躍
的的的的にににに進進進進歩歩歩歩しますしますしますします。。。。    
    
それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてしてリスニングリスニングリスニングリスニングとととと試試試試験験験験のためのためのためのため文法文法文法文法学学学学習習習習といったといったといったといった組組組組みみみみ
合合合合わせではわせではわせではわせでは、、、、スピーキングスピーキングスピーキングスピーキング能力能力能力能力のののの向上向上向上向上をあまりをあまりをあまりをあまり望望望望めませめませめませめませ
んんんん。」。」。」。」    
    

（（（（博士博士博士博士ののののメルマガメルマガメルマガメルマガ『『『『ビジネスビジネスビジネスビジネス勝者勝者勝者勝者のののの英英英英単単単単語語語語』』』』よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋）））） 

 
 
博士は、極めて科学的に英語学習を研究されている方です。 
 

 
 
５５５５．．．．とにかくとにかくとにかくとにかく多多多多読読読読・・・・多多多多聴聴聴聴がががが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思っていたっていたっていたっていた 
 
これもまた、ある意味では間違いではありませんが、おそらくあなたにとって
は効果は薄いでしょう。 
 
多読・多聴が極めて重要なのは、「詰め」の段階です。 
 
「「「「苦手苦手苦手苦手」」」」とかとかとかとか「「「「なんかなんかなんかなんか進進進進歩歩歩歩しないしないしないしない」」」」とかとかとかとか「「「「どのようなどのようなどのようなどのような学学学学習法習法習法習法がいいのかわからながいいのかわからながいいのかわからながいいのかわからな
いいいい」」」」などというなどというなどというなどという時期時期時期時期にやるべきことではありませんにやるべきことではありませんにやるべきことではありませんにやるべきことではありません。。。。 
 
考えてもみてください。 
 
日本語のろくにできない子供に、もしくは外国人に、いきなり朝日新聞を毎
日読め、わからなくてもいいから読め、NHKのニュースを毎日２時間聞け、
わからなくてもいいから聞け、なんて、言いますか？ 
 
そんな日本語学習法、効果的だと思いますか？ 
 
しかも、意味もろくにわからないような新聞やニュースを、毎日毎日読んで、
聞くことなんて、われわれ思考力のある大人にできるでしょうか？ 
 

そのそのそのその博士博士博士博士がおっしゃるようにがおっしゃるようにがおっしゃるようにがおっしゃるように、「、「、「、「聞聞聞聞きききき流流流流すだけすだけすだけすだけ」」」」などというなどというなどというなどという学学学学習法習法習法習法はははは、、、、睡眠睡眠睡眠睡眠学学学学習習習習とととと同同同同じようじようじようじよう
なななな程度程度程度程度のののの効効効効果果果果しかしかしかしか、、、、我我我我々々々々大人大人大人大人にはもたらさないのですにはもたらさないのですにはもたらさないのですにはもたらさないのです。。。。
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６６６６．．．．教教教教材材材材にににに載載載載っていたっていたっていたっていた例文例文例文例文をそのままをそのままをそのままをそのまま使使使使ったのにったのにったのにったのに通通通通じなかったじなかったじなかったじなかった 
 
これは、ある意味で当然です。 
 
教科書的な英語と、実際に話されている英語、書かれている英語は大きく異
なります。 
 
それに加えて、通常大きな業者が教材を作る場合、一気に大量生産します
から例文例文例文例文がががが何年何年何年何年もももも何年何年何年何年もももも変変変変えられることがありませんえられることがありませんえられることがありませんえられることがありません。。。。 
 
中には、ネイティヴからみたらまるで使わないような、時代錯誤な例文も多く
含まれているのです。 
 
特にアメリカは、今の日本の若者言葉よりもたくさんの言葉が作られ、そして
消えていっています。 
 
去年使っていた表現が、今ではもう聞かない、なんてこともざらにあるので
す。 
 
極端に言えば、「新聞とって」という一言が、「新聞を取ってくださいませぬ
か」のように聞こえることもあるってことです。 
 

 
 
７７７７．．．．ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴのののの先生先生先生先生にににに習習習習えばえばえばえば大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だとだとだとだと思思思思っていたっていたっていたっていた 
 
これは日本人が一番勘違いしているところです。 
 
こう思いたくなる背景には、まず第一に、「英語が母国語の人のほうがいい
に決まっている」という無根拠な発想、そして第二に、「発音がよければ通じ
るのではないか」という安易な妄想があります。 
 

 
それを理解するためには、こんな質問を自分にしてみてください。 

それとそれとそれとそれと同同同同じくらいじくらいじくらいじくらい効効効効果果果果がなくがなくがなくがなく、、、、継続継続継続継続もももも不可能不可能不可能不可能でででで、、、、あまりにあまりにあまりにあまりに乱乱乱乱暴暴暴暴なななな議論議論議論議論がががが、、、、このこのこのこの「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく多多多多
読読読読・・・・多多多多聴聴聴聴」」」」というというというという議論議論議論議論なのですなのですなのですなのです。。。。

文法的文法的文法的文法的にもにもにもにも完璧完璧完璧完璧、、、、しかもしかもしかもしかも現代現代現代現代ではではではでは使使使使われていないわれていないわれていないわれていない表現表現表現表現。。。。これではこれではこれではこれでは通通通通じるものもじるものもじるものもじるものも通通通通じなくじなくじなくじなく
なってしまうことだってありますよなってしまうことだってありますよなってしまうことだってありますよなってしまうことだってありますよ。。。。

一一一一つつつつ目目目目にににに関関関関してですがしてですがしてですがしてですが、、、、これはこれはこれはこれは完全完全完全完全にににに逆逆逆逆ですですですです。。。。
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「「「「もしもしもしもし、、、、とてもとてもとてもとても大切大切大切大切ななななアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人のののの友人友人友人友人にににに日本語日本語日本語日本語をををを習習習習わせたいときわせたいときわせたいときわせたいとき、、、、渋渋渋渋谷谷谷谷ののののスススス
クランブルクランブルクランブルクランブル交差交差交差交差点点点点でたむろしでたむろしでたむろしでたむろし、、、、しゃがみこんでいるおしゃがみこんでいるおしゃがみこんでいるおしゃがみこんでいるお兄兄兄兄ちゃんおちゃんおちゃんおちゃんお姉姉姉姉ちゃんにちゃんにちゃんにちゃんに
積極的積極的積極的積極的にににに先生先生先生先生をおをおをおをお願願願願いするかいするかいするかいするか？」？」？」？」 
 
非常に悲しいことですが、ほとんどの日本で英語を教えているネイティヴス
ピーカーの英語力は、渋谷のスクランブル交差点でたむろし、しゃがみこん
でいるお兄ちゃんお姉ちゃんの日本語力と大して変わりません。 
 
そりゃあそうです。 
 
母国でろくな仕事にもつけないような外国人が、「英語はできないけど金だ
けは持っている日本人の話し相手をするだけでお金がもらえるよ」という謳
い文句とともにやってきているだけなんですから（もちろん、素晴らしい先生
もいますが）。 
 
アメリカの本屋にいけばわかりますが、「日本の英会話スクールで大金持
ち」なんて本がいくつもありますよ。 
 
そんな外国人に習っても、その程度の英語力しかつきません。 
 
「先生」とは名ばかりで、彼らは単なる外国人です。それ以上でもそれ以下
でもありません。 
 

 
 
これは世界をまたにかけるビジネスコンサルタントとして活躍され、今はラジ
オ、テレビ出演、本の出版などにも大忙しの、ショーン・マクアードル・川上氏
が講演会のときに言っておられたことです。 
 
「「「「日本人日本人日本人日本人がががが英語英語英語英語をををを学学学学ぶならぶならぶならぶなら、、、、絶絶絶絶対対対対日本人日本人日本人日本人。。。。外外外外国国国国人人人人はははは、、、、日本人日本人日本人日本人とととと日本語日本語日本語日本語、、、、そしそしそしそし
てててて日本文化日本文化日本文化日本文化をををを知知知知らなすぎてらなすぎてらなすぎてらなすぎて、、、、結局結局結局結局どうやってどうやってどうやってどうやって日本人日本人日本人日本人ののののメンタリティーメンタリティーメンタリティーメンタリティーをををを英語英語英語英語でででで
表現表現表現表現するのかするのかするのかするのか、、、、どのようなどのようなどのようなどのような学学学学習法習法習法習法がががが合合合合っているのかをっているのかをっているのかをっているのかを理解理解理解理解できないからできないからできないからできないから
だだだだ。。。。」」」」 
 
非常に、的確な指摘だと思います。 
 
日本語も英語も母国語並みに操れる彼ならではの、鋭い指摘です。 
 
そう、結局大人の日本人として出来上がってしまった我々が、本当に求めて
いることは同じ日本人にしか理解できないということです。 

またまたまたまた、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ重要重要重要重要なことがありますなことがありますなことがありますなことがあります。。。。
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これに関連して、「でも日本人じゃ発音が」という不安があるのもよくわかりま
す。 
 

 
 
いくらきれいに発音したって、通じないものは通じないです。これは、意外か
と思いますが、本当です。 
 
発音の訓練をして、試してみると、すぐにわかりますよ。 
 
聞き返される回数は、全く変わらないか、むしろ増えますから。 
 

 
 
 
さて、どうでしょうか。 
 
英語学習７つの大罪、あなたがいまだに英語に苦労している理由として、心
当たり、あったでしょう？ 
 

あなたがこれからのあなたがこれからのあなたがこれからのあなたがこれからの学学学学習習習習でででで気気気気をつけなければならないことをつけなければならないことをつけなければならないことをつけなければならないこと
はははは、、、、このこのこのこの７７７７つのつのつのつの大罪大罪大罪大罪にににに陥陥陥陥らないことですらないことですらないことですらないことです。。。。 
 
 
 

そんなことそんなことそんなことそんなこと言言言言ってもってもってもっても、、、、じゃあじゃあじゃあじゃあ一体何一体何一体何一体何をやればいいのをやればいいのをやればいいのをやればいいの？？？？ 

 
「英語学習」というのはあなたもご存知の通り、大きく分けて２種類あります。 
 
一つは、ひたすら多読・多聴派。とにかく継続することによって「ネイティヴの
ような英語力」を求める。 
 
もう一つは、とにかく文法から派。とにかく暗記することによって、「ネイティヴ
のような英語力」を求める。 
 
このふたつなんですが、これはもう、７つの大罪のど真ん中を行く学習法で
すよね。 
 

しかししかししかししかし、、、、ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴはははは「「「「発発発発音音音音」」」」でででで英語英語英語英語をををを聞聞聞聞いているのではありませんいているのではありませんいているのではありませんいているのではありません。。。。

このようにこのようにこのようにこのように、「、「、「、「ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴにににに習習習習えばえばえばえば発発発発音音音音もよくなるしもよくなるしもよくなるしもよくなるし、、、、ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴっぽいっぽいっぽいっぽい表現表現表現表現もももも学学学学べるしべるしべるしべるし」」」」とととと
考考考考ええええ、、、、安易安易安易安易ににににネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴのののの先生先生先生先生にににに習習習習うのはうのはうのはうのは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの進進進進歩歩歩歩スピードスピードスピードスピードをををを遅遅遅遅くするばかりかくするばかりかくするばかりかくするばかりか、、、、
あなたのあなたのあなたのあなたの英語英語英語英語のののの質質質質をををを落落落落としかねないほどにとしかねないほどにとしかねないほどにとしかねないほどに非常非常非常非常にににに危危危危険険険険なことなのですなことなのですなことなのですなことなのです。。。。
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残念ながら、今まではこの二種類しか学習法が存在していませんでした。で
すから、僕や、あなたが英語学習のドツボにはまり、苦しみ続けたのです。 
 
・・・今まではね。 
 
 
 

しかししかししかししかし、、、、実実実実はいまやはいまやはいまやはいまや全全全全くくくく新新新新しいしいしいしい、、、、第第第第３３３３のののの道道道道があることをがあることをがあることをがあることを知知知知ってってってって
いましたかいましたかいましたかいましたか？？？？ 
 
７つの大罪に陥ることなく、極めて効果的に、また極めて楽しく、しかも苦痛
もなく学習を続けられる、全く新しい方法が。 
 
この第３の道は、悲しいことにまだ日本で知っている人は少ないです。実践
している人は、もっと少ない。せいぜい３０００人程度でしょう。 
 
しかし、実践している人からは、それこそ今までにはなかったような成果が
次々と報告されているんです。 
 
論より証拠、少し彼らの声に耳を傾けてみましょう。 
 
 

    
「「「「私私私私はははは学学学学生時代生時代生時代生時代からからからから英語英語英語英語がががが苦手苦手苦手苦手でででで、、、、英語英語英語英語をををを読読読読むことがむことがむことがむことが苦痛苦痛苦痛苦痛でででで、、、、市市市市
販販販販のののの教教教教材材材材はははは沢沢沢沢山持山持山持山持っているがっているがっているがっているが最後最後最後最後までまでまでまで読読読読んだことがなくんだことがなくんだことがなくんだことがなく、、、、リスニリスニリスニリスニ
ングングングングするとするとするとすると眠眠眠眠ってしまうほどのってしまうほどのってしまうほどのってしまうほどの英語音痴英語音痴英語音痴英語音痴ですがですがですがですが、、、、こんなこんなこんなこんな私私私私でもでもでもでも次次次次
のようなのようなのようなのような効効効効果果果果がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    
    

� 解解解解説説説説がががが丁寧丁寧丁寧丁寧でででで話話話話しかけるようなしかけるようなしかけるようなしかけるような文章文章文章文章なのでついついのめりなのでついついのめりなのでついついのめりなのでついついのめり
込込込込んでんでんでんで最後最後最後最後までまでまでまで読読読読んでしまうんでしまうんでしまうんでしまう。。。。    

� 英語英語英語英語をををを頭頭頭頭のののの中中中中でででで絵絵絵絵にしながらにしながらにしながらにしながら読読読読めるのでめるのでめるのでめるので読読読読んだんだんだんだ内内内内容容容容がががが意外意外意外意外
とととと頭頭頭頭にににに残残残残っているっているっているっている。。。。    

� 無味乾燥無味乾燥無味乾燥無味乾燥なななな理屈理屈理屈理屈ををををイヤイヤイヤイヤイヤイヤイヤイヤ暗記暗記暗記暗記するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、ネイティブネイティブネイティブネイティブ
のののの思考思考思考思考のままのままのままのまま学学学学習習習習するのでするのでするのでするので頭頭頭頭がががが疲疲疲疲れないれないれないれない。。。。  

今度今度今度今度こそはものにできそうなこそはものにできそうなこそはものにできそうなこそはものにできそうな気気気気がしますがしますがしますがします。。。。    
    
KENZOKENZOKENZOKENZO先生先生先生先生のののの教教教教材材材材はははは家家家家宝宝宝宝にしてにしてにしてにして、、、、妻妻妻妻とととと３３３３歳歳歳歳になるになるになるになる娘娘娘娘にもにもにもにも教教教教えてえてえてえて
あげようとあげようとあげようとあげようと思思思思っていますっていますっていますっています。」。」。」。」    

A.NA.NA.NA.Nさんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    
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「「「「まだまだまだまだ拾拾拾拾いいいい読読読読みをしただけですがみをしただけですがみをしただけですがみをしただけですが、、、、I go to school.I go to school.I go to school.I go to school.のところののところののところののところの冠冠冠冠
詞詞詞詞、、、、無冠詞無冠詞無冠詞無冠詞のおのおのおのお話話話話はははは、、、、おおおおおおおおーーーー！！！！ってってってって、、、、感動感動感動感動しましたしましたしましたしました。。。。ほんとほんとほんとほんと、、、、今今今今まままま
でででで、「、「、「、「学学学学校校校校にににに行行行行くくくく」」」」だとだとだとだと信信信信じてましたからじてましたからじてましたからじてましたから。。。。何何何何でこんなにぴったりとでこんなにぴったりとでこんなにぴったりとでこんなにぴったりと
解解解解りやすくりやすくりやすくりやすく解解解解説説説説できるんだろうできるんだろうできるんだろうできるんだろう？？？？参参参参考書考書考書考書にににに書書書書いてあるのといてあるのといてあるのといてあるのと何何何何がががが違違違違
うんだろうとうんだろうとうんだろうとうんだろうと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。たぶんたぶんたぶんたぶん、、、、本本本本にないにないにないにない言葉言葉言葉言葉がががが挿挿挿挿入入入入されていされていされていされてい
るんだなあるんだなあるんだなあるんだなあ、、、、しかもしかもしかもしかも効効効効果的果的果的果的にににに。。。。凄凄凄凄いですねいですねいですねいですね。。。。なんかなんかなんかなんか、、、、英語英語英語英語のののの学学学学校校校校
がががが、、、、子供用子供用子供用子供用でででで、、、、体力勝負体力勝負体力勝負体力勝負なのになのになのになのに比比比比べるとべるとべるとべると、、、、大人大人大人大人のののの習得法習得法習得法習得法とととと言言言言うううう感感感感
じがしますじがしますじがしますじがします。」。」。」。」    
    

手塚手塚手塚手塚さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「英文英文英文英文をををを読読読読むというむというむというむという目的目的目的目的ならならならなら、、、、これこれこれこれ以外以外以外以外にににに無無無無いいいい！！！！というというというという感感感感じですじですじですじです。。。。
楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、なるほどふんふんとなるほどふんふんとなるほどふんふんとなるほどふんふんと、、、、すんなりすんなりすんなりすんなり納得出納得出納得出納得出来来来来ますますますます。。。。ポンポンポンポン    ポンポンポンポン    
ポンポンポンポン    →→→→        イキイキイキイキイキイキイキイキ    ぴよよよぴよよよぴよよよぴよよよ～～～～～～～～んですもんんですもんんですもんんですもん。。。。英文英文英文英文をををを読読読読むのがむのがむのがむのが
楽楽楽楽しくなってきていますしくなってきていますしくなってきていますしくなってきています。」。」。」。」    
    

十河十河十河十河さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく毎毎毎毎回回回回発発発発見見見見があってがあってがあってがあって楽楽楽楽しいですしいですしいですしいです。。。。留留留留学学学学中中中中にににに感感感感じたじたじたじた、、、、英語英語英語英語でででで
考考考考ええええ英語英語英語英語でででで話話話話すすすす感感感感覚覚覚覚をををを日本日本日本日本でででで学学学学べるとはべるとはべるとはべるとは！！！！とととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。３３３３回目回目回目回目
のののの教教教教材材材材ですがですがですがですが、、、、自分自分自分自分のののの英語英語英語英語学学学学習習習習がががが変変変変わってきたとわってきたとわってきたとわってきたと思思思思いますいますいますいます。。。。いいいい
ややややーーーーこれがこれがこれがこれが一年一年一年一年もももも続続続続いたらいたらいたらいたら、、、、顔顔顔顔つきまでつきまでつきまでつきまでネイティブネイティブネイティブネイティブになりそうですになりそうですになりそうですになりそうです
（（（（笑笑笑笑））））日本語日本語日本語日本語ががががカタコトカタコトカタコトカタコトになるぐらいになるぐらいになるぐらいになるぐらい英語英語英語英語にににに邁進邁進邁進邁進したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いまいまいまいま
すすすす。」。」。」。」    
    

森末森末森末森末さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「英語英語英語英語をををを感感感感覚覚覚覚的的的的にににに捉捉捉捉えることができえることができえることができえることができ、、、、今今今今までよりもまでよりもまでよりもまでよりも英語英語英語英語をををを身近身近身近身近にににに
感感感感じられるようになってきたじられるようになってきたじられるようになってきたじられるようになってきた気気気気がしますがしますがしますがします。。。。近近近近いいいい将来将来将来将来、、、、英語英語英語英語をををを「「「「使使使使ええええ
るるるる」」」」ようになれそうでようになれそうでようになれそうでようになれそうで、、、、楽楽楽楽しみですしみですしみですしみです。」。」。」。」    
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みなさん、短期間で素晴らしい成果を上げておられるようですね。 
 
 
 

「「「「英語感英語感英語感英語感覚覚覚覚」」」」ってってってって、、、、何何何何？？？？ 

 
もう、お気づきでしょうが、この「第３の道」というのは僕が提唱する「英語感
覚の獲得」という道です。 
 
しかし「英語感覚」とは一体何なのか、獲得するとどんないいことがあるの
か、今までの学習法とは何が違うのか、などまだよくわからないでしょうか
ら、少し説明させていただきます。 
 
この「英語感覚獲得学習法」を一言で表現するなら、 
 
 

「「「「文法文法文法文法をををを、、、、文法用語文法用語文法用語文法用語をををを一切使一切使一切使一切使わないでわないでわないでわないで体体体体にににに染染染染みみみみ込込込込ませませませませ、、、、ネイネイネイネイ
ティヴティヴティヴティヴがががが感感感感じているようなじているようなじているようなじているような英語英語英語英語のののの世界世界世界世界をををを感感感感じられるようにすじられるようにすじられるようにすじられるようにす
るるるる」」」」 

 
 
ということになるでしょうか。 
 
僕の立場は明確です。 
 

 
英文法は、いってみれば言葉を生み出すエンジンです。 
 
今今今今このこのこのこの日本日本日本日本にににに存在存在存在存在しているしているしているしている英文法英文法英文法英文法はははは、「、「、「、「ネジネジネジネジ」「」「」「」「ナットナットナットナット」」」」オイルオイルオイルオイル」「」「」「」「ビスビスビスビス」「」「」「」「バルバルバルバル
ブブブブ」」」」・・・・・・・・・・・・などとなどとなどとなどと「「「「エンジンエンジンエンジンエンジン」」」」ををををバラバラバラバラバラバラバラバラにににに分解分解分解分解しししし、、、、それらをそれらをそれらをそれらを一一一一気気気気にににに渡渡渡渡されているされているされているされている
のとのとのとのと同同同同じようなものですじようなものですじようなものですじようなものです。。。。 
 
エンジンは、エンジンとして受け取らないと、普通使い物になりません。 
 
バラバラがうれしいのは、一部のマニアだけ。 

大島大島大島大島さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    
    

「「「「本本本本当当当当のののの意味意味意味意味でのでのでのでの」」」」英文法英文法英文法英文法をををを「「「「正正正正しいしいしいしい」」」」形形形形でででで獲得獲得獲得獲得することがすることがすることがすることが最短最短最短最短であるであるであるである。。。。
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彼らはエンジンそのものに興味があるわけではなく、その「部品」や「仕組
み」に興味があるのです（いわゆる文法学者）。 
 
しかし現在の日本の英語市場というのは、完全に「マニア向き」の教材しか
生産しておらず、しかもそれを強制するのです。 
 

 
 
これを可能にしたのが、この「英語感覚の獲得」なのです。 
 
英語感覚が身につき、英語を、まるでネイティヴのように捉えることができる
ようになると、例えば以下のようなことが起こります。 
 

 
� 英文英文英文英文がががが、、、、「「「「文字文字文字文字」」」」ではなくではなくではなくではなく、「、「、「、「絵絵絵絵」」」」としてとしてとしてとして、、、、そしてそしてそしてそして「「「「映像映像映像映像」」」」としとしとしとし

てててて浮浮浮浮かんでくるようになるかんでくるようになるかんでくるようになるかんでくるようになる。。。。    
    

� リスニングリスニングリスニングリスニングにせよにせよにせよにせよリーディングリーディングリーディングリーディングにせよにせよにせよにせよ、、、、２２２２割割割割のののの内内内内容容容容をつかをつかをつかをつか
むことでむことでむことでむことで、、、、８８８８割割割割のののの理解理解理解理解をすることがをすることがをすることがをすることが出出出出来来来来るるるるようになるようになるようになるようになる（（（（これこれこれこれ
はははは日本語日本語日本語日本語でででで我我我我々々々々がががが普段行普段行普段行普段行っていることですっていることですっていることですっていることです）。）。）。）。    
    

� 「「「「熟語熟語熟語熟語」」」」などというものはなどというものはなどというものはなどというものは存在存在存在存在しないということがわかりしないということがわかりしないということがわかりしないということがわかり、、、、
全全全全てててて「「「「自分自分自分自分でででで」」」」作作作作りりりり出出出出せるようせるようせるようせるようになるになるになるになる。。。。    
    

� 暗記暗記暗記暗記したしたしたした例文以外例文以外例文以外例文以外のののの、、、、アドリブアドリブアドリブアドリブ会会会会話話話話にににに非常非常非常非常にににに強強強強くくくくなるなるなるなる。。。。    
    

� 自分自分自分自分のののの本本本本当当当当にににに言言言言いたいことがいたいことがいたいことがいたいことが、、、、自分自分自分自分のののの言葉言葉言葉言葉としてとしてとしてとして、、、、表現表現表現表現
できるできるできるできるようになるようになるようになるようになる。。。。    
    

� 「「「「読読読読むためのむためのむためのむための勉勉勉勉強強強強」「」「」「」「聞聞聞聞くためのくためのくためのくための勉勉勉勉強強強強」」」」などというなどというなどというなどという金儲金儲金儲金儲けけけけ主主主主
義義義義のののの不毛不毛不毛不毛なななな区区区区別別別別からからからから解放解放解放解放されされされされ、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる英語力英語力英語力英語力のののの下地下地下地下地とととと
なるなるなるなる力力力力をををを得得得得るるるることができることができることができることができる。。。。  

 
 

もうおもうおもうおもうお分分分分かりのかりのかりのかりの通通通通りりりり、、、、エンジンエンジンエンジンエンジンははははエンジンエンジンエンジンエンジンのままのままのままのまま、、、、完成完成完成完成したしたしたした形形形形のままのままのままのまま、、、、手手手手にににに入入入入
れることがきわめてれることがきわめてれることがきわめてれることがきわめて重要重要重要重要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。
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これらのことは、効果のほんの一例で、メンバーの方から最も多くいただく喜びの声をも
とにして挙げました。 
 

 
 
 

「「「「でもでもでもでも、、、、なんでこのやりなんでこのやりなんでこのやりなんでこのやり方方方方がそんなにがそんなにがそんなにがそんなに効効効効果的果的果的果的なのなのなのなの？」？」？」？」 

 
って思われましたか？ 
 
正直なところ、僕も本当にどうしてここまで誰にでも効果が出るのか、わかり
ませんでした。 
 
「「「「もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま自分自分自分自分にににに合合合合っていただけなのかもしれないっていただけなのかもしれないっていただけなのかもしれないっていただけなのかもしれない」」」」 
 
という疑念が、僕の中には根強くあったのです。 
 
ですから、ここまでたくさんの方が効果を実感されていることに、一番驚いた
のは、ほかならぬ僕なのです。 
 
しかし、その後、効果を実感されたいいろいろな方に聞いて回ることによっ
て、どうして効果があげられたのか、大体わかってきました。 
 
じつは、結局のところ、その理由は一つしかなく、それも「言葉」を学ぶ上で
当たり前のことでした。 
 
それは 
 

 
 
という文に集約されるのです。 
 
違いますか？ 
 
僕僕僕僕らはらはらはらは、、、、間違間違間違間違ってもってもってもっても「「「「丸暗記丸暗記丸暗記丸暗記したしたしたした例文例文例文例文でででで」」」」コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをしているわけでをしているわけでをしているわけでをしているわけで
もなければもなければもなければもなければ、「、「、「、「丸暗記丸暗記丸暗記丸暗記したしたしたした文法文法文法文法でででで」」」」文文文文をををを組組組組みみみみ立立立立てているわけもありませんてているわけもありませんてているわけもありませんてているわけもありません。。。。 

しかもすごいのはしかもすごいのはしかもすごいのはしかもすごいのは、、、、このこのこのこの効効効効果果果果をををを、、、、早早早早いいいい人人人人ではではではでは１１１１ヶヶヶヶ月月月月、、、、遅遅遅遅くともくともくともくとも３３３３ヶヶヶヶ月月月月でででで感感感感じじじじ始始始始
めているというめているというめているというめているという事事事事実実実実ですですですです。。。。

「「「「人間人間人間人間がががが言葉言葉言葉言葉をををを使使使使うときにはうときにはうときにはうときには、、、、感情感情感情感情のののの動動動動きがあるきがあるきがあるきがある。。。。何何何何かをかをかをかを伝伝伝伝えたいからえたいからえたいからえたいから何何何何かかかか
をををを言言言言うしうしうしうし、、、、書書書書くくくく。。。。何何何何かかかか情報情報情報情報がががが欲欲欲欲しいからしいからしいからしいから、、、、話話話話をををを聞聞聞聞くしくしくしくし、、、、本本本本をををを読読読読むむむむ。。。。結局結局結局結局、、、、人間人間人間人間のののの
言語活動言語活動言語活動言語活動をををを理解理解理解理解するためにはするためにはするためにはするためには、、、、そのそのそのその言葉言葉言葉言葉をををを生生生生んでいるんでいるんでいるんでいる人間人間人間人間のののの「「「「感感感感覚覚覚覚」」」」をををを理解理解理解理解
しないとしないとしないとしないと話話話話にならないにならないにならないにならない」」」」
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「「「「なんとなくなんとなくなんとなくなんとなく昔聞昔聞昔聞昔聞いていたけどいていたけどいていたけどいていたけど意味意味意味意味のよくわからないのよくわからないのよくわからないのよくわからない日本語日本語日本語日本語」」」」をしゃべっていをしゃべっていをしゃべっていをしゃべってい
るわけでもなければるわけでもなければるわけでもなければるわけでもなければ、「、「、「、「格調高格調高格調高格調高いいいい流麗流麗流麗流麗なななな日本語日本語日本語日本語」」」」のみをのみをのみをのみを操操操操っているわけでもっているわけでもっているわけでもっているわけでも
ないのですないのですないのですないのです。。。。 
 
それらは、「感覚」に裏打ちされていない、いわば「死んだ」言葉。 
 
抜け殻であり、残骸です。 
 

 
先ほど登場していただいた、イェール大学大学院のヴァンス博士は、 
 
「「「「最最最最もももも早早早早いいいい上達法上達法上達法上達法はははは、、、、言語言語言語言語をををを生生生生産産産産するというするというするというするという創造的創造的創造的創造的、、、、能動的能動的能動的能動的ななななスピーキングスピーキングスピーキングスピーキング
とととと英語思考英語思考英語思考英語思考だとだとだとだと実実実実証証証証されていますされていますされていますされています。。。。このこのこのこの組組組組みみみみ合合合合わせでわせでわせでわせで、、、、リスニングリスニングリスニングリスニングをををを含含含含めためためためた
他他他他のののの英語能力英語能力英語能力英語能力もももも飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに進進進進歩歩歩歩しますしますしますします。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてしてリスニングリスニングリスニングリスニングとととと試試試試験験験験のたのたのたのた
めめめめ文法文法文法文法学学学学習習習習といったといったといったといった組組組組みみみみ合合合合わせではわせではわせではわせでは、、、、スピーキングスピーキングスピーキングスピーキング能力能力能力能力のののの向上向上向上向上をあまりをあまりをあまりをあまり望望望望
めませんめませんめませんめません。」。」。」。」 
 
と断言されていたのを、覚えていますか？ 
 
世界の最先端、イェール大学でコミュニケーションを専門に研究しておられ
る教授が、ここまで断言しているんです。 
 

 
 
 

あなたがあなたがあなたがあなたが今今今今、、、、本本本本当当当当にすべきことはにすべきことはにすべきことはにすべきことは何何何何かかかか？？？？ 

 
さて、そうは言ってもまだ満足に使いこなせない英語。 
 
できるようになるには、あなたに合った、よい教材が必要であることは言うま
でもありませんよね。そこには同意してもらえると思います。 
 
ですからですからですからですから、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが今今今今すぐにすべきことはすぐにすべきことはすぐにすべきことはすぐにすべきことは、、、、単単単単語語語語のののの暗記暗記暗記暗記でもでもでもでも例文例文例文例文のののの暗記暗記暗記暗記でもでもでもでも
なくなくなくなく、、、、「「「「あなたにあなたにあなたにあなたに合合合合ったったったった、、、、本本本本当当当当にににに効効効効果的果的果的果的なななな教教教教材材材材をををを手手手手にににに入入入入れることれることれることれること」」」」なのですなのですなのですなのです。。。。 
 
もう既に持っているのであれば、それで学習することが最善でしょう。すぐに

それはそれはそれはそれは、、、、当当当当然然然然ながらながらながらながら英語英語英語英語だってだってだってだって、、、、全全全全くくくく同同同同じことがじことがじことがじことが言言言言えるのですえるのですえるのですえるのです。。。。

それほどそれほどそれほどそれほど従来従来従来従来のののの学学学学習法習法習法習法はははは、、、、我我我我々々々々がががが求求求求めるものからはめるものからはめるものからはめるものからは程遠程遠程遠程遠くくくく、「、「、「、「言語言語言語言語をををを生生生生産産産産すすすす
るというるというるというるという創造的創造的創造的創造的、、、、能動的能動的能動的能動的ななななスピーキングスピーキングスピーキングスピーキングとととと英語思考英語思考英語思考英語思考」、」、」、」、すなわちすなわちすなわちすなわち「「「「英語感英語感英語感英語感覚覚覚覚」」」」
はははは効効効効果的果的果的果的なものなのですなものなのですなものなのですなものなのです。。。。
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効果が出るはずです。 
 
しかし、 

 
 
ような教材を使っているのだとしたら、それは大変なことです。 
 
あなたはこれからも未来永劫苦労し続け、それでいて満足のいく効果、結果
が得られないということになってしまうでしょう（し、それはあなた自身が、一
番感じているはずです）。 
 
最低限、上に挙げた（１）～（５）に当てはまらない教材を探してください。 
 
今すぐに、ですよ。 
 
このページを閉じてもいいですから、今すぐ検索エンジンなどでさがしてみて
下さい。あなたのこれからがかかっています。 
 
 
 

「「「「今今今今、、、、探探探探してみたけどしてみたけどしてみたけどしてみたけど、、、、そんなそんなそんなそんな教教教教材材材材、、、、どこにもないじゃないどこにもないじゃないどこにもないじゃないどこにもないじゃない
かかかか！」！」！」！」 
 
あ、お帰りなさい。 
 
「探したけど、なかった」というのは、あなただけが抱いた感想ではないです
よ。 
 

 
だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、僕僕僕僕はははは自分自分自分自分でででで作作作作ったんですったんですったんですったんです。。。。 

（（（（１１１１）））） 何何何何だかだかだかだか今今今今のののの教教教教材材材材でででで勉勉勉勉強強強強するするするする気気気気がががが起起起起きないきないきないきない。。。。

（（（（２２２２）））） 何何何何だかだかだかだか今今今今のののの教教教教材材材材はははは楽楽楽楽しくないしくないしくないしくない。。。。

（（（（３３３３）））） もうかれこれもうかれこれもうかれこれもうかれこれ１１１１ヶヶヶヶ月以上使月以上使月以上使月以上使っているのにっているのにっているのにっているのに、、、、効効効効果果果果がががが実実実実感感感感できなできなできなできな
いいいい。。。。

（（（（４４４４）））） とにかくとにかくとにかくとにかく暗記暗記暗記暗記をををを強強強強いてくるいてくるいてくるいてくる。。。。

（（（（５５５５） ） ） ） 「「「「７７７７つのつのつのつの大罪大罪大罪大罪」」」」のどれかにひっかかっているのどれかにひっかかっているのどれかにひっかかっているのどれかにひっかかっている。。。。

僕も思いました。

20/41 ページFeelenglish.net



 

 

 
それは、僕がごちゃごちゃ言うよりも、メンバーの方に語ってもらいましょう
か。 
 
 

僕が作った教材は、上の（１）～（５）のいずれにも当てはまりません。

しかもしかもしかもしかも、、、、あのあのあのあのヴァンスヴァンスヴァンスヴァンス博士博士博士博士がががが「「「「最最最最もももも効効効効果的果的果的果的であるとであるとであるとであると実実実実証証証証されてされてされてされて
いるいるいるいる」」」」とととと断断断断言言言言されたようなされたようなされたようなされたような、「、「、「、「英語感英語感英語感英語感覚覚覚覚のののの獲得獲得獲得獲得」」」」にににに特化特化特化特化していしていしていしてい
ますますますます。。。。

    
    
「「「「英語英語英語英語教教教教育界育界育界育界ののののキリストキリストキリストキリストですねですねですねですね。。。。    
英語感英語感英語感英語感覚覚覚覚をををを形成形成形成形成することがすることがすることがすることが文法文法文法文法やややや単単単単語語語語のまえにのまえにのまえにのまえに先決先決先決先決というのというのというのというの
がやはりがやはりがやはりがやはり正解正解正解正解のようですのようですのようですのようです。（。（。（。（いままではいままではいままではいままでは、、、、英語感英語感英語感英語感覚覚覚覚形成形成形成形成ををををターゲターゲターゲターゲ
ットットットットにしたにしたにしたにした明示的明示的明示的明示的教教教教育育育育がなかったがなかったがなかったがなかった）」）」）」）」    

瀬瀬瀬瀬々々々々さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「正直最正直最正直最正直最強強強強ですですですです。。。。英語英語英語英語にににに関関関関してしてしてして満満満満足足足足したしたしたしたPDFPDFPDFPDF教教教教材材材材はこれがはじはこれがはじはこれがはじはこれがはじ
めてですめてですめてですめてです。」。」。」。」    

加納加納加納加納さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「最後最後最後最後までまでまでまで拝拝拝拝見見見見しししし、、、、感動感動感動感動しましたしましたしましたしました。。。。これからもこれからもこれからもこれからも宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上
げますげますげますげます。」。」。」。」        

西村西村西村西村さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「教教教教材材材材もももも一一一一気気気気にににに読読読読ませていただきましたませていただきましたませていただきましたませていただきました。。。。いつもながらのいつもながらのいつもながらのいつもながらの分分分分かりかりかりかり
やすいやすいやすいやすい説説説説明明明明でででで感動感動感動感動しましたしましたしましたしました。。。。英語英語英語英語もこのようにもこのようにもこのようにもこのように読読読読んでいけばんでいけばんでいけばんでいけば、、、、
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理解理解理解理解できるのですねできるのですねできるのですねできるのですね。。。。少少少少しずつですがしずつですがしずつですがしずつですが、、、、感感感感覚覚覚覚がつかめたようながつかめたようながつかめたようながつかめたような
気気気気がしますがしますがしますがします。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しししし読読読読んでんでんでんで、、、、次回次回次回次回のののの教教教教材材材材にににに備備備備えていこうとえていこうとえていこうとえていこうと思思思思いいいい
ますますますます。」。」。」。」    

扇谷扇谷扇谷扇谷さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「KENZOKENZOKENZOKENZOさんはさんはさんはさんは読読読読解用解用解用解用のののの方法方法方法方法をををを公開公開公開公開されているようですがされているようですがされているようですがされているようですが、、、、私私私私
はははは苦手苦手苦手苦手だっただっただっただったスピーキングスピーキングスピーキングスピーキングでとてもでとてもでとてもでとても役役役役にににに立立立立っていますっていますっていますっています。。。。ありがとありがとありがとありがと
うございますうございますうございますうございます！！！！Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circle万万万万歳歳歳歳！」！」！」！」    

RRRRさんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ在住在住在住在住    

 

    
    
「「「「目目目目からからからから鱗鱗鱗鱗とはとはとはとは、、、、こういうことをいうのかとこういうことをいうのかとこういうことをいうのかとこういうことをいうのかと思思思思いましたいましたいましたいました。」。」。」。」    

鈴木鈴木鈴木鈴木さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「もうもうもうもうstop smokingstop smokingstop smokingstop smokingととととstop to smokestop to smokestop to smokestop to smoke    もももも間違間違間違間違えたくてもえたくてもえたくてもえたくても間違間違間違間違えれえれえれえれ
ないですないですないですないです☆☆☆☆有難有難有難有難うううう～～～～ってってってって叫叫叫叫びたいくらいびたいくらいびたいくらいびたいくらい、、、、今嬉今嬉今嬉今嬉しいですしいですしいですしいです。。。。知知知知のののの欲欲欲欲
求求求求がががが満満満満たされたたされたたされたたされた喜喜喜喜びっつうんでしょうかびっつうんでしょうかびっつうんでしょうかびっつうんでしょうか！？（！？（！？（！？（笑笑笑笑））））だからだからだからだから顔顔顔顔もももも朝朝朝朝
からからからから半笑半笑半笑半笑いですいですいですいです（（（（爆爆爆爆））））KENZOKENZOKENZOKENZOさんみたいにさんみたいにさんみたいにさんみたいに、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく、、、、教教教教ええええ
てもらえるとてもらえるとてもらえるとてもらえると本本本本当当当当にににに勉勉勉勉強強強強はははは楽楽楽楽しいですしいですしいですしいです。。。。もやもやしてたことがすもやもやしてたことがすもやもやしてたことがすもやもやしてたことがす
っきりするとっきりするとっきりするとっきりすると本本本本当当当当にににに嬉嬉嬉嬉しいですしいですしいですしいです。。。。このこのこのこの間間間間ののののサルサルサルサル解解解解によるによるによるによるmade of made of made of made of 
ととととmade frommade frommade frommade from    もあのもあのもあのもあの日以降日以降日以降日以降、、、、迷迷迷迷いはなくなりましたよいはなくなりましたよいはなくなりましたよいはなくなりましたよ。。。。KENZOKENZOKENZOKENZOささささ
んにんにんにんに教教教教わっているわっているわっているわっている予備校生予備校生予備校生予備校生はすんごいはすんごいはすんごいはすんごい幸幸幸幸せもんだとせもんだとせもんだとせもんだと思思思思いますいますいますいます
よよよよ。。。。マジマジマジマジでででで。。。。私私私私もももも本本本本気気気気でででで生徒生徒生徒生徒になりたいとになりたいとになりたいとになりたいと思思思思っていますっていますっていますっています。（。（。（。（ママママ
ジジジジ）」）」）」）」    

鳥飼鳥飼鳥飼鳥飼さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「今今今今までどんなにまでどんなにまでどんなにまでどんなに薄薄薄薄いいいい教教教教材本材本材本材本をををを買買買買ってもってもってもっても最後最後最後最後までまでまでまで目目目目をををを通通通通したしたしたした事事事事
がなくがなくがなくがなく、、、、挫折挫折挫折挫折しておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが、、、、このこのこのこの教教教教材材材材はははは「「「「えっえっえっえっ！！！！もうもうもうもう最後最後最後最後ののののペペペペ
ージージージージ？」？」？」？」ってってってって思思思思うくらいうくらいうくらいうくらい集中集中集中集中してしてしてして読読読読むむむむ事事事事がががが出出出出来来来来ましたましたましたました。。。。私私私私にとっにとっにとっにとっ
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てててて完完完完読読読読出出出出来来来来たたたた事事事事がががが信信信信じられないじられないじられないじられない事事事事なのになのになのになのに、「、「、「、「もうもうもうもう一度一度一度一度読読読読んでみんでみんでみんでみ
ようようようよう」」」」ってってってって思思思思っているっているっているっている自分自分自分自分にはにはにはには更更更更にににに驚驚驚驚きですきですきですきです。。。。KENZOKENZOKENZOKENZOさんをさんをさんをさんを信信信信じじじじ
てててて1111年間頑張年間頑張年間頑張年間頑張ってみようとってみようとってみようとってみようと決意致決意致決意致決意致しましたのでしましたのでしましたのでしましたので、、、、宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致
しますしますしますします。」。」。」。」        

柳柳柳柳さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

 

    
    
「「「「第一回第一回第一回第一回のののの教教教教材材材材もももも期待通期待通期待通期待通りのりのりのりの量量量量でしたでしたでしたでした。。。。しかししかししかししかし、、、、読読読読みやすさみやすさみやすさみやすさ抜抜抜抜群群群群
がゆえそのがゆえそのがゆえそのがゆえその量量量量をををを感感感感じさせませんじさせませんじさせませんじさせません。。。。今回今回今回今回のののの教教教教材購入材購入材購入材購入はははは、、、、KENZOKENZOKENZOKENZOささささ
んのんのんのんの語語語語りりりり口調口調口調口調にほれたというにほれたというにほれたというにほれたという面面面面もももも大大大大きいですきいですきいですきいです。。。。    
今今今今までのまでのまでのまでの市販市販市販市販のののの教教教教材材材材はははは買買買買ったらったらったらったら終終終終わりわりわりわり。。。。買買買買ったらったらったらったら勉勉勉勉強強強強したしたしたした気気気気にににに
なっていつのなっていつのなっていつのなっていつの間間間間にかにかにかにか1111年年年年経経経経ってってってって教教教教材材材材にはにはにはにはホコリホコリホコリホコリがががが・・・・・・・・・・・・。。。。    
    
今今今今までのまでのまでのまでの英語英語英語英語教教教教材材材材はははは中身中身中身中身はははは素晴素晴素晴素晴らしくてもらしくてもらしくてもらしくても重要重要重要重要なななな何何何何かがかがかがかが欠欠欠欠けけけけ
ているているているている。。。。それはいくつかあるとそれはいくつかあるとそれはいくつかあるとそれはいくつかあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけポイントポイントポイントポイントなななな
のがのがのがのが継続継続継続継続してしてしてして続続続続けられるかけられるかけられるかけられるか否否否否かだとかだとかだとかだと強強強強くくくく感感感感じていましたじていましたじていましたじていました。。。。そしそしそしそし
てててて、、、、本本本本当当当当にににに英語英語英語英語をををを身身身身にににに付付付付けたいけたいけたいけたい人人人人々々々々のののの味方味方味方味方KENZOKENZOKENZOKENZOさんのさんのさんのさんの教教教教材材材材
はははは、、、、1111年間年間年間年間かけてかけてかけてかけてインターネットインターネットインターネットインターネットをををを用用用用いたいたいたいた分割配信方式分割配信方式分割配信方式分割配信方式。。。。1111年間年間年間年間
というというというという具体的期間具体的期間具体的期間具体的期間によりによりによりによりゴールゴールゴールゴールをををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、我我我我々々々々「「「「英語難民英語難民英語難民英語難民」」」」
（＝（＝（＝（＝使使使使えないえないえないえない文法文法文法文法にににに思考回路思考回路思考回路思考回路をををを占領占領占領占領されてしまったされてしまったされてしまったされてしまった人人人人々々々々））））をををを
KENZOKENZOKENZOKENZOさんがさんがさんがさんが定期的定期的定期的定期的にににに鼓舞鼓舞鼓舞鼓舞しししし続続続続けてくれるけてくれるけてくれるけてくれる。。。。画画画画期的期的期的期的すぎますすぎますすぎますすぎます。。。。
次回次回次回次回のののの教教教教材配信材配信材配信材配信もももも楽楽楽楽しみにしておりますしみにしておりますしみにしておりますしみにしております。」。」。」。」    

藤井藤井藤井藤井さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく楽楽楽楽しいしいしいしい！！！！最初最初最初最初にににに例文例文例文例文をををを見見見見たたたた時時時時にはにはにはには、、、、私私私私ののののレベルレベルレベルレベルではではではでは
ちょっとちょっとちょっとちょっと難難難難しいしいしいしい、、、、とととと思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、KENZOKENZOKENZOKENZOさんのさんのさんのさんの解解解解説説説説はわかりはわかりはわかりはわかり
易易易易くくくく且且且且つつつつ面白面白面白面白いのでいのでいのでいので、、、、あっというあっというあっというあっという間間間間にににに読読読読みみみみ終終終終えていましたえていましたえていましたえていました。」。」。」。」    

関関関関口口口口さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「今今今今までのまでのまでのまでの参参参参考書考書考書考書とととと全全全全くくくく違違違違ううううタイプタイプタイプタイプですですですです。。。。これからのこれからのこれからのこれからの新新新新しいしいしいしい英語英語英語英語
教教教教育育育育をををを示示示示すものとすものとすものとすものと言言言言えましょうえましょうえましょうえましょう！！！！コツコツコツコツコツコツコツコツ続続続続けるのがけるのがけるのがけるのが嫌嫌嫌嫌いいいい（（（（できできできでき
ないないないない））））なななな私私私私にににに、、、、なにかなにかなにかなにか、、、、少少少少しのしのしのしの光光光光がさしていますがさしていますがさしていますがさしています。。。。マンガマンガマンガマンガやややや小小小小説説説説
感感感感覚覚覚覚でででで読読読読みみみみ進進進進めれることができめれることができめれることができめれることができ、、、、非常非常非常非常にににに良良良良いですいですいですいです。」。」。」。」    
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まだまだありますが、この辺でやめておきましょう。 
 
それにしても、英語英語英語英語教教教教材材材材のののの感想感想感想感想でででで、「、「、「、「とにかくとにかくとにかくとにかく楽楽楽楽しいしいしいしい」「」「」「」「面白面白面白面白いいいい」「」「」「」「漫漫漫漫画画画画やややや小小小小説説説説
みたいにみたいにみたいにみたいに読読読読みみみみ進進進進められるめられるめられるめられる」」」」なんてなんてなんてなんて、、、、普通普通普通普通じゃじゃじゃじゃ考考考考えられなくないですかえられなくないですかえられなくないですかえられなくないですか？？？？ 
 
楽しく、継続できて、しかも効効効効果果果果がすぐにがすぐにがすぐにがすぐに実実実実感感感感できるできるできるできる。。。。 
 
全く嘘みたいな話ですが、でもでもでもでも、、、、このこのこのこの教教教教材材材材ではこれがではこれがではこれがではこれが「「「「普通普通普通普通」」」」ですですですです。。。。 
 
僕はこの教材を購入してくれた方たちを「お客様」ではなく、Inner Circle（正
式にはFeel English Inner Circle）の「メンバー」として、ともに英語を学ぶ「仲
間」として迎え入れることにしています。 
 
互いに切磋琢磨しあう、良き英語仲間です。 
 
さて・・・率直にお聞きしましょう。 
 

 
 
 

一日一日一日一日１１４１１４１１４１１４円円円円はははは、、、、果果果果たしてたしてたしてたして高高高高いでしょうかいでしょうかいでしょうかいでしょうか？？？？ 

 
冒頭でも言いましたが、僕はこの教材を、あなたに「買いなさい」と命令して
いるわけでもなければ、「買ってください」とお願いしているわけでもありませ
ん。 
 
それは、そんなことをするメリットがお互いにないからです。 
 
英語に対して真剣で、なおかつ僕に共感してくれる人だけ、仲間として迎え
入れたいというのが僕の本心なのです。 
 
 
僕のこの教材は、一年間で３９８００円（税込み後４１７９０円）。 
 

    
木野木野木野木野さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    

あなたはあなたはあなたはあなたはInner CircleInner CircleInner CircleInner Circleののののメンバーメンバーメンバーメンバーになることにになることにになることにになることに、、、、興味興味興味興味はないでしょうかはないでしょうかはないでしょうかはないでしょうか？？？？
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この値段が高いのか安いのか、使ってみて効果を実感してみないとわから
ない、というのが正直なところだと思います。 
 
ですが、１日に直せばたったのたったのたったのたったの１１４１１４１１４１１４円円円円。 
 
缶コーヒー１本分にも満たない額です。 
 
そして何より、今までの実績から確実に「安い」と思わせるだけの確信があり
ます。 

 
なぜなら、メンバーの方が（皆さん、もともとはあなたと同じように英語学習と
いう暗闇の中を手探りでさまよい続けていた方たちだったのですが）口をそ
ろえてそうおっしゃってくださるからです。 
 
 

    

    
「「「「今今今今までにまでにまでにまでに無無無無いいいい、、、、斬新斬新斬新斬新なななな視視視視点点点点からのからのからのからの英語英語英語英語教教教教材材材材だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    
私自身私自身私自身私自身、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカでのでのでのでの生活生活生活生活がががが約約約約２２２２年年年年経経経経過過過過したにもしたにもしたにもしたにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、相相相相
変変変変わらずのわらずのわらずのわらずの英語力英語力英語力英語力にかなりにかなりにかなりにかなり落落落落ちちちち込込込込んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。英語英語英語英語にににに対対対対しししし
てててて追追追追いいいい詰詰詰詰められているというめられているというめられているというめられているという心境心境心境心境でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、このこのこのこの教教教教材材材材をををを読読読読みみみみ始始始始
めてからめてからめてからめてから少少少少しししし気気気気持持持持ちにちにちにちに余裕余裕余裕余裕がががが出出出出てきたようなてきたようなてきたようなてきたような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。    
    
今今今今までのいわゆるまでのいわゆるまでのいわゆるまでのいわゆる英語英語英語英語教教教教材材材材にににに満満満満足足足足できなかったできなかったできなかったできなかった全全全全てのてのてのての人人人人にににに試試試試
してもらうだけのしてもらうだけのしてもらうだけのしてもらうだけの価価価価値値値値はあるとはあるとはあるとはあると思思思思いますいますいますいます。」。」。」。」    
    

橋本橋本橋本橋本さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく単単単単語語語語のもつのもつのもつのもつイメージイメージイメージイメージのののの書書書書きききき方方方方がものすごくがものすごくがものすごくがものすごく分分分分かりやすかりやすかりやすかりやす
くてくてくてくて感動感動感動感動ですですですです。。。。今今今今まではまではまではまでは英文英文英文英文をををを見見見見てそれをてそれをてそれをてそれを「「「「和和和和訳訳訳訳」」」」するのにするのにするのにするのに必必必必
死死死死だったのですがだったのですがだったのですがだったのですが、ＫＥＮＺＯ、ＫＥＮＺＯ、ＫＥＮＺＯ、ＫＥＮＺＯさんのさんのさんのさんの説説説説明明明明をををを聞聞聞聞いたいたいたいた後後後後でででで読読読読むとむとむとむと
そのそのそのその光景光景光景光景がががが写写写写真真真真というよりもというよりもというよりもというよりも立体的立体的立体的立体的にににに浮浮浮浮かんできますかんできますかんできますかんできます。。。。もうもうもうもうカカカカ
イカンイカンイカンイカンとしかとしかとしかとしか言言言言いようがありませんいようがありませんいようがありませんいようがありません。」。」。」。」    
    

柴原柴原柴原柴原さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    
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「「「「みんなみんなみんなみんな海外海外海外海外にににに住住住住んでいればんでいればんでいればんでいれば英語英語英語英語がががが話話話話せるせるせるせる様様様様になるとになるとになるとになると思思思思ってってってって
ますよねますよねますよねますよね。。。。    
私私私私のののの場合場合場合場合おおおお恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい話話話話しながらしながらしながらしながらニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークにににに住住住住んでいなんでいなんでいなんでいな
がらがらがらがら英語英語英語英語がまともにしゃべれませんでしたがまともにしゃべれませんでしたがまともにしゃべれませんでしたがまともにしゃべれませんでした。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人のののの主人主人主人主人
とととと結婚結婚結婚結婚してはやしてはやしてはやしてはや３３３３年以上年以上年以上年以上がががが過過過過ぎてしまいぎてしまいぎてしまいぎてしまい、、、、半半半半ばばばば途方途方途方途方にくれていにくれていにくれていにくれてい
たところでこのたところでこのたところでこのたところでこの教教教教材材材材とととと出出出出会会会会いましたいましたいましたいました。。。。    
    
教教教教材材材材とととと合合合合わせてわせてわせてわせてメルマガメルマガメルマガメルマガでもでもでもでも勉勉勉勉強強強強させていただいていますがさせていただいていますがさせていただいていますがさせていただいていますが、、、、
一一一一ヶヶヶヶ月月月月くらいたったころでしょうかくらいたったころでしょうかくらいたったころでしょうかくらいたったころでしょうか、、、、急急急急にににに英語英語英語英語ががががスラスラスラスラスラスラスラスラとととと口口口口かかかか
らららら飛飛飛飛びびびび出出出出てくるてくるてくるてくる様様様様になったのにはになったのにはになったのにはになったのには驚驚驚驚かされましたかされましたかされましたかされました。。。。    
    
今今今今ではではではでは英語英語英語英語がしゃべれるがしゃべれるがしゃべれるがしゃべれる様様様様になったのをになったのをになったのをになったのを良良良良いことにいことにいことにいことに思思思思いっきりいっきりいっきりいっきり
ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークでのでのでのでの生活生活生活生活をををを満満満満喫喫喫喫していますしていますしていますしています。。。。    
    
こんなにすばらしいこんなにすばらしいこんなにすばらしいこんなにすばらしい教教教教材材材材をををを作作作作ってくれてってくれてってくれてってくれて、、、、本本本本当当当当にありがとうござにありがとうござにありがとうござにありがとうござ
いましたいましたいましたいました！！」！！」！！」！！」    
    

みるるんさんみるるんさんみるるんさんみるるんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー・・・・ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク在住在住在住在住    

 

    
    
「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく解解解解説説説説がわかりやすてがわかりやすてがわかりやすてがわかりやすて、、、、おもしろいおもしろいおもしろいおもしろい。。。。最初英文最初英文最初英文最初英文をををを読読読読むむむむ
とととと、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと難難難難しいかなしいかなしいかなしいかな、、、、とととと思思思思ってもってもってもっても、、、、KENZOKENZOKENZOKENZOさんのさんのさんのさんの解解解解説説説説をををを読読読読んんんん
でいくうちにでいくうちにでいくうちにでいくうちに、、、、すすすすーーーーっとっとっとっと内内内内容容容容がががが頭頭頭頭にににに入入入入ってくるってくるってくるってくる。。。。英文英文英文英文もももも高度高度高度高度だだだだ
しししし、、、、分量分量分量分量だってだってだってだって決決決決してしてしてして少少少少ないわけじゃないのにないわけじゃないのにないわけじゃないのにないわけじゃないのに、、、、始始始始めだすとめだすとめだすとめだすと、、、、どどどど
んどんんどんんどんんどん引引引引きききき込込込込まれていくのがわかるまれていくのがわかるまれていくのがわかるまれていくのがわかる。。。。英語英語英語英語ををををイメージイメージイメージイメージやややや感感感感覚覚覚覚でででで
学学学学ぶぶぶぶ楽楽楽楽しさしさしさしさ、、、、やめられませんやめられませんやめられませんやめられません。」。」。」。」    
    

谷口谷口谷口谷口さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

 

    
    
「「「「このようなこのようなこのようなこのような学学学学習方法習方法習方法習方法があったならがあったならがあったならがあったなら，，，，もうもうもうもう少少少少しししし早早早早くくくく知知知知ることがることがることがることが出出出出
来来来来たらなとたらなとたらなとたらなと。。。。教教教教材材材材がががが届届届届くのがくのがくのがくのが待待待待ちちちち遠遠遠遠しいしいしいしい。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しししし学学学学習習習習するのするのするのするの
がががが苦苦苦苦にならないにならないにならないにならない。。。。楽楽楽楽しくしくしくしく学学学学習習習習できるできるできるできる教教教教材材材材にににに出遭出遭出遭出遭ったことをったことをったことをったことを友達友達友達友達
にににに奨奨奨奨めたいめたいめたいめたい。」。」。」。」    
    

古田古田古田古田さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    
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「「「「いつもいつもいつもいつも最高最高最高最高のののの教教教教材有難材有難材有難材有難うございますうございますうございますうございます。。。。    
    
人人人人にににに勧勧勧勧めるとしたらめるとしたらめるとしたらめるとしたら（（（（ちょっとせこいですがちょっとせこいですがちょっとせこいですがちょっとせこいですが、、、、ほんとはほんとはほんとはほんとは勧勧勧勧めたくめたくめたくめたく
ないんですけどないんですけどないんですけどないんですけど）、「）、「）、「）、「最最最最強強強強のののの教教教教材材材材しってるけどしってるけどしってるけどしってるけど教教教教えてえてえてえて欲欲欲欲しいしいしいしい？？？？ママママ
ジジジジでででで英語英語英語英語がががが感感感感じれるようになるしじれるようになるしじれるようになるしじれるようになるし、、、、これでこれでこれでこれで出出出出来来来来んかったらんかったらんかったらんかったら何何何何やややや
ってもあかんやろからってもあかんやろからってもあかんやろからってもあかんやろから、、、、有有有有るるるる意味最後意味最後意味最後意味最後ののののチャンスチャンスチャンスチャンスやけどねやけどねやけどねやけどね」」」」とととと、、、、
勧勧勧勧めながらめながらめながらめながら自分自分自分自分でもそうでもそうでもそうでもそう思思思思ってますってますってますってます。」。」。」。」    
    

YUZUYUZUYUZUYUZUさんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「第一回第一回第一回第一回教教教教材材材材はははは既既既既にいただいてにいただいてにいただいてにいただいて張張張張りりりり切切切切ってってってって読読読読んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。すばすばすばすば
らしいらしいらしいらしい教教教教材材材材をほんとうにありがとうございますをほんとうにありがとうございますをほんとうにありがとうございますをほんとうにありがとうございます。。。。一年後一年後一年後一年後にすばらにすばらにすばらにすばら
しいしいしいしい結果結果結果結果がががが出出出出るようにがんばろうとるようにがんばろうとるようにがんばろうとるようにがんばろうと思思思思いますいますいますいます。」。」。」。」    
    

平澤平澤平澤平澤さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「教教教教材材材材、、、、内内内内容容容容、、、、濃濃濃濃いですねいですねいですねいですねーーーー。。。。復習復習復習復習がががが沢沢沢沢山含山含山含山含まれているのでまれているのでまれているのでまれているので、、、、
忘忘忘忘れていたことれていたことれていたことれていたこと（ｂｙ）（ｂｙ）（ｂｙ）（ｂｙ）もももも思思思思いいいい出出出出せましたせましたせましたせました。。。。またまたまたまた、、、、新新新新しいしいしいしい内内内内容容容容でででで
はははは、、、、notnotnotnotがががが衝衝衝衝撃撃撃撃でしたでしたでしたでした。。。。これをこれをこれをこれを知知知知っているのといないのとではっているのといないのとではっているのといないのとではっているのといないのとでは、、、、
えらいえらいえらいえらい差差差差ですねですねですねですね。。。。自分自分自分自分がいかにがいかにがいかにがいかに、、、、意味意味意味意味をををを勘違勘違勘違勘違いしていたかがいしていたかがいしていたかがいしていたかが
わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。」。」。」。」    
    

春日春日春日春日さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    

    
    
    
「「「「やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり楽楽楽楽しいしいしいしい！！！！ですですですです！！！！英語英語英語英語のののの勉勉勉勉強強強強をををを、、、、こんなにもわくわくしこんなにもわくわくしこんなにもわくわくしこんなにもわくわくし
たたたた気気気気持持持持ちでできるなんてちでできるなんてちでできるなんてちでできるなんて・・・・・・・・感動感動感動感動ですですですです！！！！感謝感激感謝感激感謝感激感謝感激ですですですです！！！！おおおお忙忙忙忙しししし
いのにきめいのにきめいのにきめいのにきめ細細細細やかにやかにやかにやかに対応対応対応対応してしてしてして下下下下さるさるさるさる事事事事にもかなりにもかなりにもかなりにもかなり感動感動感動感動していましていましていましていま
すすすす。。。。本本本本当当当当にににに本本本本当当当当にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます！」！」！」！」    
    

郷郷郷郷野野野野さんさんさんさん    Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleメンバーメンバーメンバーメンバー    
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誰にでも、確実に結果が出るのだとしたら、たとえ２０万円でも安いですよ
ね。 
 
 
 

「「「「でもでもでもでも、、、、本本本本当当当当にににに誰誰誰誰にでもにでもにでもにでも確確確確実実実実にににに結果結果結果結果がががが出出出出るのるのるのるの？」？」？」？」 
 
ええ、それは当然の疑問です。 
 
これほど世の中に「誰でも確実」などといいながら実際にはほとんど効果の
ない教材があふれていますからね。 
 
僕の教材の場合は、上に挙げたメンバーの方の声が最大の証拠になりま
す。 
 
ただ。 
 
これらはもちろんこれらはもちろんこれらはもちろんこれらはもちろんホンホンホンホンのののの一部一部一部一部のののの声声声声なのでなのでなのでなので実実実実際際際際にはもっともっとにはもっともっとにはもっともっとにはもっともっと届届届届いているのいているのいているのいているの
ですがですがですがですが、、、、実実実実はははは、、、、正直正直正直正直にににに言言言言いましていましていましていまして、、、、１００１００１００１００パーセントパーセントパーセントパーセントののののメンバーメンバーメンバーメンバーのののの方方方方がががが満満満満足足足足ささささ
れているわけではありませんれているわけではありませんれているわけではありませんれているわけではありません。。。。 
 

 
確かに１％にも満たない数字ではありますが、あなたがこの１％に入らない
保証は、どこにもないのです。 
 
また、 
 

1. 1. 1. 1. ろくにろくにろくにろくに努力努力努力努力もせずにもせずにもせずにもせずに、、、、ペラペラペラペラペラペラペラペラ話話話話せるようになるせるようになるせるようになるせるようになる。。。。    
2. 2. 2. 2. ろくにろくにろくにろくに努力努力努力努力もせずにもせずにもせずにもせずに、、、、スラスラスラスラスラスラスラスラ読読読読めるようになるめるようになるめるようになるめるようになる。。。。    
3. 3. 3. 3. ろくにろくにろくにろくに努力努力努力努力もせずにもせずにもせずにもせずに、、、、サラサラサラサラサラサラサラサラ書書書書けるようになるけるようになるけるようになるけるようになる。。。。    
4. 4. 4. 4. ろくにろくにろくにろくに努力努力努力努力もせずにもせずにもせずにもせずに、、、、スイスイスイスイスイスイスイスイ聴聴聴聴けるようになるけるようになるけるようになるけるようになる。。。。    
 
という、誰しもが抱く願望を満足させることは、決してありません。 
 
ですから、 
 
「「「「９９９９９９９９％％％％のののの人人人人がががが満満満満足足足足していてしていてしていてしていて、、、、しかもしかもしかもしかも望望望望むようなむようなむようなむような結果結果結果結果をををを得得得得られているならきっとられているならきっとられているならきっとられているならきっと

一部ですが、メンバーの方の声をご紹介させていただきました。

今まで、退会を申し出てこられた方が、４名ほどいらっしゃいます。
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大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なんだろうけどなんだろうけどなんだろうけどなんだろうけど、、、、もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら私私私私がががが５５５５人目人目人目人目になるかもになるかもになるかもになるかも」」」」 
 
というあなたの不安は、とてもよく理解できます。 
 
もし、この教材に興味がないのであればそれはそれでしょうがないのです
が、興味はあるのに、その不安のせいで一歩が踏み出せないのだとしたら、
これほどお互いにとって残念なことはありません。 
 
そんな残念な事態を避けるために、僕は、個人的にあなたと二つのお約束
をしたいと思います。 
 
 

 

 

 
 
しかも、１２０日という異例の長さ。それだけ、自信があるということでもあり
ますし、あなたに精神的な不安を感じさせたくないということでもあります。 
 
 
 

「「「「一体一体一体一体、、、、どんなどんなどんなどんな教教教教材材材材なのなのなのなの？」？」？」？」 
 
まず、内容は、全部で２０テーマ。PDF形式のファイルが週に１～２回ほどあ
なたのメールボックスに届き、１ヵ月で１～２テーマ完結します。で、一年で全
てが完結します。それぞれのファイルは大体３０ページ前後といった感じ。 

完全結果保証完全結果保証完全結果保証完全結果保証＆＆＆＆全額返金保証全額返金保証全額返金保証全額返金保証ですですですです。。。。
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ほぼ全てのやり取りはパソコン上で行われますので、別途送料が必要とな
ることはありませんし、仮になったとしても、基本的にこちらが負担させてもら
います。 
 
もう少し具体的に、５つ極めて重要な特徴がありますので、説明させてくださ
い。 
 
 

１１１１． ． ． ． 週刊週刊週刊週刊教教教教材材材材であるであるであるである。。。。    
 
わざわざ週刊にしたのには、わけがあります。 
 
普通、英語教材というのは月刊です。 
 
でも、月に一回しか送られてこないと、どうしても継続が難しいんですよね。
前の内容とか忘れてるし、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても部屋部屋部屋部屋のののの隅隅隅隅っこやっこやっこやっこや押入押入押入押入れのれのれのれの奥奥奥奥ででででホコリホコリホコリホコリをををを
かぶりがちになってしまいますかぶりがちになってしまいますかぶりがちになってしまいますかぶりがちになってしまいます。。。。 
 
ですから僕は「週刊」にしたんです。 
 
実は、この教材ももともとは月刊の予定だったのです。ですが、「ちょっとず
つ、こつこつ続けたい」「以前月刊の教材を購入したが全く続かなかった」
「一気に大量に送られてくると圧倒されてやる気がなくなる」などの意見が結
構ありましたので週刊にしました。 
 
 

２２２２． ． ． ． 会会会会員員員員のののの方方方方のののの意見意見意見意見がががが、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟にににに、、、、リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムでででで教教教教材材材材にににに反映反映反映反映されるされるされるされる。。。。 
 
学習を進めるにつれて、「この教材のここがこうなったらもっとやる気が出る
のに」「こんなテーマの英文が読みたいんだよな」などの意見は当然でてき
ます。 
 
全く興味のない英文、全く現実味のないシチュエーション。そんな勉強、楽し
いですか？ 
 
好きなもので勉強しないと、どうしても続きません。 
 
ので、これも普通ではありえないんですが、僕の教材は常に会員の方の意
見を取り入れながら進化しています。 
 

 
「「「「自分自分自分自分のののの好好好好みのみのみのみの教教教教材材材材になるになるになるになる」」」」とあってはとあってはとあってはとあっては、、、、継続継続継続継続もしやすいですよねもしやすいですよねもしやすいですよねもしやすいですよね？？？？
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３３３３． ． ． ． 使用使用使用使用されているされているされているされている英文英文英文英文がががが、、、、常常常常にににに最新最新最新最新のものにのものにのものにのものにアップデートアップデートアップデートアップデートされるされるされるされる。。。。 
 
そもそも英文はTIME、NEWSWEEKを初めとする英語の雑誌、英字新聞、ペ
ーパーバック、アメリカのビジネスマン・経営者向けニューズレター、そして
僕のところに来たe-mailからすら取っています。 
 
まさに、「今」の英語です。 
 
そのそのそのその他他他他のののの、、、、いったいいつのいったいいつのいったいいつのいったいいつの英文英文英文英文なのかわからないようななのかわからないようななのかわからないようななのかわからないような英文英文英文英文がががが網羅網羅網羅網羅されてされてされてされて
いるいるいるいる教教教教材材材材とはとはとはとは違違違違ってってってって、、、、今普通今普通今普通今普通にににに使使使使われているわれているわれているわれている英語英語英語英語のみをのみをのみをのみを厳厳厳厳選選選選してありますしてありますしてありますしてあります。。。。 
 

 
先ほども言いましたが、言葉は、我々が生きている以上、生きているので
す。 
 
常に最新の英文に触れていただけるよう、英文のアップデートは随時行って
います。もちろん、過去の教材に関する英文のアップデートも、メールにてお
知らせしています。 
 
このようなこまめなフォローアップも、欠かしません。 
 
 
４４４４． ． ． ． 文法用語文法用語文法用語文法用語はははは、、、、一切使一切使一切使一切使わないわないわないわない。。。。 
 

 
文法用語。 
 
当たり前なんですが、これは日本語です。 
 
つまり、「文法用語を暗記する」ということは「日本語の勉強をする」ということ
を意味しています。 
 
そう、今まであなたは日本語の勉強をするために英語教材を買わされてい
たんです。 
 
こんなバカな話がありますか？ 
 
英語を使いたければ「英語を」勉強しましょう。 

しかし、これが僕と、この教材の限界だなんて、絶対思わないでくださいね。

そしておそらくは最大の特徴として、「文法用語を一切使わない」ということ
があります。
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ネジネジネジネジばかりばかりばかりばかり見見見見てないでてないでてないでてないで、、、、エンジンエンジンエンジンエンジンそのものをそのものをそのものをそのものを見見見見ましょうましょうましょうましょう。。。。 
 
しかし、どこかの会社が言うように「文法を全て無視してとにかくリスニングと
例文暗記と音読だ！！」ではあまりに愚かでしたよね。 
 
あのヴァンス博士も真っ向から否定しているやり方です。 
 
これも文法用語の暗記と同じくらい効果がないし苦痛です。 
 

 

 
僕らは「連体修飾格」とか「格助詞」とか意識して日本語を話すことはないで
すが、「日本語文法」は無意識のうちに染み込んでいるのです。 
 
それは英語のネイティヴも同じ。 
 
彼らは文法用語なんか知りません。 
 
知りませんが、きちんと「英文法」が体に染み込んでいます。 
 

 
 
 

５５５５． ． ． ． あなたがあなたがあなたがあなたが「「「「英語感英語感英語感英語感覚覚覚覚をををを獲得獲得獲得獲得するするするする」」」」というというというという目的目的目的目的にににに絞絞絞絞ってってってって作作作作られているられているられているられている。。。。 
 
この手紙でも何度も言っていることですが、英語感覚を獲得することが、何
よりも重要なことです。 
 
それはそれはそれはそれは、、、、英語英語英語英語マスターマスターマスターマスターへのへのへのへの最短最短最短最短経経経経路路路路でありでありでありであり、、、、最善最善最善最善のののの経経経経路路路路でもあるのですかでもあるのですかでもあるのですかでもあるのですか
らららら。。。。 
 
例えば、英語感覚を身につけてしまえば 
 

� 「「「「ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴらしいらしいらしいらしい表現表現表現表現」」」」がががが、、、、なぜなぜなぜなぜネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴらしいのからしいのからしいのからしいのか理理理理
解解解解できできできでき、、、、それをそれをそれをそれを自力自力自力自力でででで生生生生みみみみ出出出出すことができるすことができるすことができるすことができるようになるようになるようになるようになる。。。。    
    

� ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴのののの気気気気持持持持ちにちにちにちにシンクロシンクロシンクロシンクロするするするする、、、、自然自然自然自然なななな英語英語英語英語ででででコミュコミュコミュコミュ
ニケーションニケーションニケーションニケーションがががが取取取取れるれるれるれるようになるようになるようになるようになる。。。。    

このこのこのこの教教教教材材材材はははは、、、、文法用語文法用語文法用語文法用語なんかなんかなんかなんか使使使使わなくてもわなくてもわなくてもわなくても「「「「英文法英文法英文法英文法」」」」がががが理解理解理解理解できるできるできるできる、、、、不思議不思議不思議不思議
なんだけどあるなんだけどあるなんだけどあるなんだけどある意味意味意味意味ではではではでは当当当当たりたりたりたり前前前前のことがのことがのことがのことが可能可能可能可能になるになるになるになる教教教教材材材材ですですですです。。。。

そしてそのそしてそのそしてそのそしてその「「「「英文法英文法英文法英文法」」」」はははは「「「「文法用語文法用語文法用語文法用語」」」」なんかなんかなんかなんか使使使使わなくてもわなくてもわなくてもわなくても獲得獲得獲得獲得できるできるできるできる、、、、いやいやいやいや、、、、
使使使使わないほうがわないほうがわないほうがわないほうが簡簡簡簡単単単単かつかつかつかつ正確正確正確正確にににに獲得獲得獲得獲得できるものなのですできるものなのですできるものなのですできるものなのです。。。。
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� 巷巷巷巷にあふれるにあふれるにあふれるにあふれる、、、、余計余計余計余計なななな英語英語英語英語学学学学習法習法習法習法やややや教教教教材材材材にににに振振振振りりりり回回回回されるされるされるされる

ことがなくなることがなくなることがなくなることがなくなる。。。。    
    

� 「「「「間違間違間違間違っていないのにっていないのにっていないのにっていないのに通通通通じないじないじないじない英語英語英語英語」」」」をしゃべることがなくをしゃべることがなくをしゃべることがなくをしゃべることがなく
なりなりなりなり、、、、確確確確実実実実にににに通通通通じるじるじるじる英語英語英語英語だけをしゃべることができるだけをしゃべることができるだけをしゃべることができるだけをしゃべることができるようにようにようにように
なるなるなるなる。。。。  

 

などといったことが、当当当当然然然然のこととしてのこととしてのこととしてのこととして、できるようになります。 
 
先ほど言った 
 

� 英文英文英文英文がががが、、、、「「「「文字文字文字文字」」」」ではなくではなくではなくではなく、「、「、「、「絵絵絵絵」」」」としてとしてとしてとして、、、、そしてそしてそしてそして「「「「映像映像映像映像」」」」としとしとしとし
てててて浮浮浮浮かんでくるようになるかんでくるようになるかんでくるようになるかんでくるようになる。。。。    
    

� リスニングリスニングリスニングリスニングにせよにせよにせよにせよリーディングリーディングリーディングリーディングにせよにせよにせよにせよ、、、、２２２２割割割割のののの内内内内容容容容をつかをつかをつかをつか
むことでむことでむことでむことで、、、、８８８８割割割割のののの理解理解理解理解をすることがをすることがをすることがをすることが出出出出来来来来るるるるようになるようになるようになるようになる（（（（これこれこれこれ
はははは日本語日本語日本語日本語でででで我我我我々々々々がががが普段行普段行普段行普段行っていることですっていることですっていることですっていることです）。）。）。）。    
    

� 「「「「熟語熟語熟語熟語」」」」などというものはなどというものはなどというものはなどというものは存在存在存在存在しないということがわかりしないということがわかりしないということがわかりしないということがわかり、、、、
全全全全てててて「「「「自分自分自分自分でででで」」」」作作作作りりりり出出出出せるせるせるせるようになるようになるようになるようになる。。。。    
    

� 暗記暗記暗記暗記したしたしたした例文以外例文以外例文以外例文以外のののの、、、、アドリブアドリブアドリブアドリブ会会会会話話話話にににに非常非常非常非常にににに強強強強くなるくなるくなるくなる。。。。    
    

� 自分自分自分自分のののの本本本本当当当当にににに言言言言いたいことがいたいことがいたいことがいたいことが、、、、自分自分自分自分のののの言葉言葉言葉言葉としてとしてとしてとして、、、、表現表現表現表現
できるできるできるできるようになるようになるようになるようになる。。。。    
    

� 「「「「読読読読むためのむためのむためのむための勉勉勉勉強強強強」「」「」「」「聞聞聞聞くためのくためのくためのくための勉勉勉勉強強強強」」」」などというなどというなどというなどという金儲金儲金儲金儲けけけけ主主主主
義義義義のののの不毛不毛不毛不毛なななな区区区区別別別別からからからから解放解放解放解放されされされされ、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる英語力英語力英語力英語力のののの下地下地下地下地とととと
なるなるなるなる力力力力をををを得得得得るるるることができることができることができることができる。。。。  

 
 
といったこと以上に、もっともっとネイティヴに近づくことができるのです。 
 
もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、これはこれはこれはこれは人人人人をををを選選選選びませんびませんびませんびません。。。。
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だって、ネイティヴ並みの英語感覚が身についているのに、ネイティヴのよう
に英語が使えないなんてことがあるわけはありませんから。 

 
あなたは上に挙げたこと以外にもいろいろ手に入れられるでしょう。 
 
字幕なしの映画ライフを送るのもよし、歌詞カードなしの洋楽ライフを送るも
よし、英会話スクールなどで優越感に浸るもよし。 
 
まさに、可能性は無限大であるといえるでしょう。 
 
そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを可能可能可能可能にするにするにするにする教教教教材材材材がががが、、、、今今今今あなたのあなたのあなたのあなたの目目目目のののの前前前前にあるのですにあるのですにあるのですにあるのです。。。。 
 
 
 

「「「「それでそれでそれでそれで結局結局結局結局なんなのさなんなのさなんなのさなんなのさ？」？」？」？」 
 
さて、ここまで長々とこの教材について説明してきました。 
 
興味がなければここまで読んでいないでしょうから、あなたは興味があるの
だと思います。 
 
先ほども言いましたが、もう一度お聞きします。 
 

 
 
繰り返しになりますが、僕はあなたに「買ってくれ」と思っているわけではあり
ません。 
 

 
上述上述上述上述のののの通通通通りりりり、、、、このこのこのこの教教教教材材材材にはにはにはには１２０１２０１２０１２０日日日日はははは完全完全完全完全効効効効果保証果保証果保証果保証、、、、全額返金保証全額返金保証全額返金保証全額返金保証がついがついがついがつい
ていますていますていますています。。。。 
 
つまり、あなたはタダで４ヶ月もこの教材を使って勉強し、しかもメンバーとし
ていろいろな要求を僕に出すことができるのです。 
 
それほど僕と教材を使い倒して、期待する効果が出なければ、僕は速やか

Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circleののののメンバーメンバーメンバーメンバーになることにになることにになることにになることに興味興味興味興味はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか？？？？

ただ、もしこの教材に興味があって、メンバーになることを迷っているのな
ら、今日から１２０日間、タダで勉強してみませんか？と提案しているので
す。
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に全額返金することを誓いました。 
 
利用しない手があるでしょうか？ 
 
 
 

「「「「そうはそうはそうはそうは言言言言ってもってもってもっても、、、、全全全全くくくく何何何何がががが書書書書いてあるのかわからないいてあるのかわからないいてあるのかわからないいてあるのかわからない教教教教材材材材にににに
金金金金をををを出出出出すのはすのはすのはすのは・・・・・・・・・・・・」」」」 

 
その気持ちもよくわかります。 
 
ではこれから、少しだけ内容を具体的にお教えします。その内容を、判断の
材料にしてみてください。 
 

 

 
 

� ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴにしかにしかにしかにしか感感感感じることのできないじることのできないじることのできないじることのできない、、、、I'm from Canada.I'm from Canada.I'm from Canada.I'm from Canada.のののの持持持持つつつつ隠隠隠隠されされされされ
たたたたニュアンスニュアンスニュアンスニュアンスとはとはとはとは？（？（？（？（教教教教材材材材１１１１、、、、p.p.12p.p.12p.p.12p.p.12----13131313））））    
    

� 固有名詞固有名詞固有名詞固有名詞のののの前前前前ににににaaaaがつくがつくがつくがつくケースケースケースケースとととと、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの気気気気持持持持ちとはちとはちとはちとは？（？（？（？（教教教教材材材材１１１１、、、、
p.15p.15p.15p.15））））    
    

� GetGetGetGetととととtaketaketaketakeはははは、、、、実実実実際際際際にににに動動動動きにするとどうきにするとどうきにするとどうきにするとどう違違違違ううううのかのかのかのか？（？（？（？（教教教教材材材材１１１１、、、、p.16p.16p.16p.16））））    
    

� 学学学学校校校校やややや英英英英会会会会話話話話スクールスクールスクールスクールではではではでは絶絶絶絶対対対対にににに教教教教えられてこなかったえられてこなかったえられてこなかったえられてこなかった、、、、NotNotNotNotのののの本本本本当当当当のののの
働働働働きとはきとはきとはきとは？（？（？（？（教教教教材材材材１１１１、、、、p.24p.24p.24p.24））））    
    

� ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴならならならなら当当当当然感然感然感然感じるじるじるじる、、、、He keeps three dogs.He keeps three dogs.He keeps three dogs.He keeps three dogs.ととととHe has three dogs.He has three dogs.He has three dogs.He has three dogs.とととと
いういういういう文文文文、、、、愛犬家愛犬家愛犬家愛犬家なのはどっちなのはどっちなのはどっちなのはどっち？？？？（（（（教教教教材材材材１１１１、、、、p.p.28p.p.28p.p.28p.p.28----29292929））））    
    

� 日付日付日付日付のののの前前前前にはなぜにはなぜにはなぜにはなぜononononがつくのかがつくのかがつくのかがつくのか？（？（？（？（教教教教材材材材１１１１、、、、p.40p.40p.40p.40））））    
    

� ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴはははは「「「「言言言言うううう」」」」とはとはとはとは感感感感じないじないじないじない、、、、saysaysaysayのののの本本本本当当当当のののの意味意味意味意味とはとはとはとは？（？（？（？（教教教教材材材材１１１１、、、、
p.45p.45p.45p.45））））    
    

� 日本人日本人日本人日本人にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか使使使使いいいい分分分分けがけがけがけが難難難難しいしいしいしい、、、、comecomecomecomeととととgogogogoのののの超簡超簡超簡超簡単単単単なななな使使使使いいいい分分分分
けけけけ方方方方とはとはとはとは？（？（？（？（教教教教材材材材４４４４、、、、p.23p.23p.23p.23））））    
    

� ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴにしかわからないにしかわからないにしかわからないにしかわからない、、、、totototoととととforforforforととととtowardtowardtowardtowardのののの、、、、本本本本当当当当のののの使使使使いいいい分分分分けけけけ方方方方とととと
はははは？（？（？（？（教教教教材材材材７７７７、、、、p.p.8p.p.8p.p.8p.p.8----9999））））    

多分、今までどこにも書かれたりしたことのなかった内容だと思いますよ。
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� 日本人日本人日本人日本人はははは絶絶絶絶対対対対知知知知らないらないらないらない、、、、ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴがががが受動態受動態受動態受動態をををを使使使使うううう、、、、本本本本当当当当のののの理由理由理由理由とはとはとはとは？？？？

（（（（教教教教材材材材１０１０１０１０、、、、p.p.5p.p.5p.p.5p.p.5----9999））））    
    

� ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴのののの中中中中ででででasasasasはどのようなはどのようなはどのようなはどのような働働働働きをするきをするきをするきをするものとものとものとものと捉捉捉捉えられているのえられているのえられているのえられているの
かかかか？（？（？（？（教教教教材材材材１０１０１０１０、、、、p.14p.14p.14p.14））））    
    

� 学学学学校校校校のののの先生先生先生先生はみんなはみんなはみんなはみんな間違間違間違間違っていたっていたっていたっていた？「？「？「？「家家家家でででで」」」」ににににat homeat homeat homeat homeではなくではなくではなくではなくfrom from from from 
homehomehomehomeをををを使使使使ううううネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴのののの感感感感覚覚覚覚とはとはとはとは？（？（？（？（教教教教材材材材１３１３１３１３、、、、p.p.23p.p.23p.p.23p.p.23----25252525））））    
    

� 「「「「日本人日本人日本人日本人はははは何何何何をををを言言言言っているかわからないっているかわからないっているかわからないっているかわからない」」」」ととととネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴにににに言言言言われるわれるわれるわれる、、、、そのそのそのその
理由理由理由理由とはとはとはとは？（？（？（？（教教教教材材材材１１１１１１１１、、、、p.5p.5p.5p.5----6666））））    
    

� NotNotNotNotとはとはとはとは全全全全くくくく違違違違ううううイメージイメージイメージイメージ？？？？ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴがががが捉捉捉捉えるえるえるえるNoNoNoNoのののの本本本本当当当当のののの働働働働きとはきとはきとはきとは？？？？
（（（（教教教教材材材材１１１１１１１１、、、、p.p.7p.p.7p.p.7p.p.7----10101010））））    
    

� 英語英語英語英語がががが完璧完璧完璧完璧でもでもでもでも読読読読めないめないめないめない英文英文英文英文がががが絶絶絶絶対対対対にににに出出出出てくるてくるてくるてくる、、、、そのそのそのその理由理由理由理由とはとはとはとは？？？？そしそしそしそし
ててててそのそのそのその解決法解決法解決法解決法とはとはとはとは？（？（？（？（教教教教材材材材１１１１１１１１、、、、p.p.12p.p.12p.p.12p.p.12----13131313））））  

 
 
 
などなど、とてもここには書ききれないほどの、「ネイティヴに迫る秘密」が書
かれています。 
 
英語に真剣で、なおかつここまで読んでくれたあなたのことです。 
 
必ず、あなたの望む結果が出せる教材であると、僕は確信しています。そし
て何より、あなた自身、そう思っているはずです。 
 
なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、あなたがもとめるあなたがもとめるあなたがもとめるあなたがもとめる、「、「、「、「英語英語英語英語ををををマスターマスターマスターマスターするするするする」」」」というというというというゴールゴールゴールゴールはははは、、、、このこのこのこの教教教教
材材材材からからからから最最最最もももも確確確確実実実実にににに、、、、最最最最もももも短期間短期間短期間短期間でででで得得得得られるのですからられるのですからられるのですからられるのですから。。。。 
 

 
 
 
 

何何何何でででで「「「「今今今今すぐすぐすぐすぐ」」」」でないといけないのかでないといけないのかでないといけないのかでないといけないのか？？？？ 

 

実は、これにはきちんとした理由があります。 
 

是非、今今今今すぐにすぐにすぐにすぐに「仲間に入りたい」という連絡をください。
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僕が主催するこのInner Circleはおかげさまで非常に好評です。 
 
告知後告知後告知後告知後２２２２日間日間日間日間でででで計計計計３００３００３００３００人以上人以上人以上人以上のののの方方方方ががががメンバーメンバーメンバーメンバーになりましたになりましたになりましたになりました。。。。 
 
そしてそしてそしてそして一週間後一週間後一週間後一週間後にはにはにはには３００３００３００３００人人人人がががが４００４００４００４００人以上人以上人以上人以上にににに膨膨膨膨れれれれ上上上上がっていましたがっていましたがっていましたがっていました。。。。 
 
皆さんとても熱心で、メキメキ効果も現れており、僕としても本当にうれしい
限りです。睡眠時間を大幅に削ってがんばっている甲斐があります。 
 
ところが。 
 
人数の増加に伴って、僕の方がメンバーの方に割ける時間が少なくなってき
てしまいました。 
 
極力メールの返信もしていますが、だんだん遅れがちになってきている感は
否めません。 
 

 

英語に真剣な人たちが集い、僕とともにダントツのスピードで英語をマスター
していくための、Inner Circleなんです。 
 
大量の人間を機械で管理して、一気に処理するなんてことはできないし、し
たくもない、そんな人間くさい集団なのです。 
 
なのにこの現状。 
 
このままでは、せっかく僕を信頼してくれてメンバーになってくださった方に
申し訳が立ちません。 
 

 
 
残り枠はあと３４２名ですが、この枠が埋まればそれ以前に打ち切り、埋まら
なくても１２月３１日午後１１時５９分には打ち切ります。 
 
募集再開募集再開募集再開募集再開のののの予定予定予定予定はありませんはありませんはありませんはありません。。。。 
 
完全に私塾化し、紹介のみで新規のメンバーを求めていくつもりです。 
 
要望があまりに多ければ一般公開をすることも考えられますが、今のところ

僕僕僕僕らはらはらはらは、、、、通信通信通信通信教教教教育業者育業者育業者育業者ではないのですではないのですではないのですではないのです。。。。

そこでそこでそこでそこで、、、、２００５２００５２００５２００５年年年年、、、、１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日午後日午後日午後日午後１１１１１１１１時時時時５９５９５９５９分分分分をもってをもってをもってをもって、、、、Inner CircleInner CircleInner CircleInner Circle新規新規新規新規メメメメ
ンバーンバーンバーンバー受付受付受付受付をををを、、、、完全完全完全完全ににににストップストップストップストップしようということにしようということにしようということにしようということに決決決決めましためましためましためました。。。。
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あと半年はその予定がないということはお伝えしておきます。 
 
ですから、もし興味があるならば、「今すぐ」連絡が欲しいと言ったわけです。 
 
 
 

実実実実はははは。。。。 
 

あなたがあなたがあなたがあなたが今今今今すぐすぐすぐすぐ決決決決断断断断しししし、、、、幸運幸運幸運幸運なななな３４２３４２３４２３４２人人人人までにまでにまでにまでに入入入入ったったったった暁暁暁暁にはにはにはには、、、、おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう＆＆＆＆ああああ
りがとうのりがとうのりがとうのりがとうの気気気気持持持持ちとしてちとしてちとしてちとして、、、、僕僕僕僕からのからのからのからのスペシャルプレゼントスペシャルプレゼントスペシャルプレゼントスペシャルプレゼントがありますがありますがありますがあります。。。。 

 
 
１１１１．．．．メルマガメルマガメルマガメルマガののののバックナンバーバックナンバーバックナンバーバックナンバー１１１１～～～～３０３０３０３０をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた特別特別特別特別レポートレポートレポートレポート（（（（１０５０１０５０１０５０１０５０円円円円相相相相
当当当当）。）。）。）。 
 
バックナンバーをここにレポート化しました。別のフォームから希望者の方全
員に差し上げるものは１号１号配信していくメルマガスタイルです。でも、「記
念にまとめたい」という要望も少なからずあったので一応作りました。記念に
持っていてください。 
 
 
２２２２．．．．会会会会員限定員限定員限定員限定ニューズレターニューズレターニューズレターニューズレター（（（（月月月月々々々々３１５０３１５０３１５０３１５０円円円円相相相相当当当当＝＝＝＝１１１１年年年年でででで３７８００３７８００３７８００３７８００円円円円相相相相当当当当）））） 
 
このニューズレターは結構すごいものになっています。 
 
 

� 僕僕僕僕ののののオフラインオフラインオフラインオフラインでのでのでのでのイベントイベントイベントイベント情報情報情報情報（（（（このこのこのこのニューズレターニューズレターニューズレターニューズレターのみでのおのみでのおのみでのおのみでのお知知知知らせらせらせらせ
ですですですです）。）。）。）。    
    

� 各種音各種音各種音各種音声声声声ファイルファイルファイルファイルのおのおのおのお届届届届けけけけ。。。。    
    

� 英語英語英語英語学学学学習習習習ののののヒントヒントヒントヒント。。。。    
    

� 会会会会員員員員のののの方方方方のののの疑問疑問疑問疑問とそのとそのとそのとその答答答答ええええ。。。。    
    

� 発発発発展的展的展的展的内内内内容容容容のののの解解解解説説説説。。。。    
    

� 最新海外事情最新海外事情最新海外事情最新海外事情。。。。    
    

� 教教教教材材材材ののののテーマテーマテーマテーマにににに即即即即したしたしたした最新最新最新最新のののの英文英文英文英文ののののアップデートアップデートアップデートアップデート。。。。  
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などなど・・・。 
 
今までのニューズレターの内容の一部を紹介すれば、 
 
 

� atatatatととととbybybybyのののの感感感感覚覚覚覚的的的的なななな違違違違いいいい、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその使使使使いいいい分分分分けけけけ方方方方    
    

� 単単単単語暗記語暗記語暗記語暗記がががが嫌嫌嫌嫌いないないないな人人人人のためののためののためののための処処処処方箋方箋方箋方箋    
    

� 復習復習復習復習のののの目安目安目安目安    
    

� give to me a cakegive to me a cakegive to me a cakegive to me a cakeはどのようにはどのようにはどのようにはどのように不自然不自然不自然不自然なのかなのかなのかなのか？？？？    
    

� I stopped smoking.I stopped smoking.I stopped smoking.I stopped smoking.ととととI stopped to smoke. I stopped to smoke. I stopped to smoke. I stopped to smoke. のののの本本本本当当当当のののの違違違違いとはいとはいとはいとは？？？？  

 
 

などなどです。 
 
このような内容が盛り込まれた、会員限定、完全独自配信のニューズレター
が、月に２～４回ほど、あなたのメールボックスに、そして時には実際の郵便
箱に届きます。 
 
このこのこのこの教教教教材材材材にににに申申申申しししし込込込込まれるとまれるとまれるとまれると、、、、そのためにかかるそのためにかかるそのためにかかるそのためにかかる費用費用費用費用はははは一切無料一切無料一切無料一切無料、、、、このこのこのこのニューニューニューニュー
ズレターズレターズレターズレターのののの購購購購読読読読料料料料もももも一切無料一切無料一切無料一切無料になりますになりますになりますになります。。。。 
 
 

３３３３．．．．毎毎毎毎月月月月のののの教教教教材材材材のののの「「「「単単単単語語語語」」」」をををを集集集集めためためためた『『『『イメージイメージイメージイメージ英英英英単単単単語帳語帳語帳語帳（（（（PDFPDFPDFPDF
形式形式形式形式）』（）』（）』（）』（月月月月々々々々１０５０１０５０１０５０１０５０円円円円＝＝＝＝１１１１年年年年でででで１２６００１２６００１２６００１２６００円円円円）））） 

 
これは、何百人もの人を感動させ、目からうろこを何十枚と剥がれ落ちさせ
ている僕の単語解説集です。 
 
今までのように「日本語訳」と「２，３個の例文」がポンとおいてあるものとは
一線を画します。 
 
「ネイティヴは一体どのようなイメージでこの単語を使っているのか？」という
ことにのみ焦点を絞り、多いときでひとつの単語あたり５ページ程度解説し
ているときもあります。 
 
この「真の」単語解説のおかげで英会話が楽になった人は数知れず。 
 
それを毎月の教材の単語を集めて、単語帳のようにしました。 
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もはや辞書。 
 
夜夜夜夜もももも眠眠眠眠れなくなるほどれなくなるほどれなくなるほどれなくなるほど面白面白面白面白いといといといと思思思思いますよいますよいますよいますよ。。。。はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言ってってってって、、、、超自信作超自信作超自信作超自信作ですですですです。。。。 
 
 

 
 
 
これから一年間、ともに英語を学んでいく「仲間」として、このInner Circleに
歓迎したい気持ちだと思ってください。 
 
しかし、そんなことはないと信じていますが、あなたが万が一以下のような人
である場合は、メンバーになることをお断りしなくてはなりません。 
 
 

１１１１． ． ． ． このこのこのこの手紙手紙手紙手紙のののの内内内内容容容容にににに納得納得納得納得がいっていないがいっていないがいっていないがいっていない。。。。    
２２２２． ． ． ． 努力努力努力努力しないでしないでしないでしないで英語英語英語英語ををををマスターマスターマスターマスターしたいしたいしたいしたい。。。。    

 
 
当てはまらないですよね・・・？ 
 
では、今すぐ下のボタンをクリックして僕に連絡をください！ 
 
今回、銀行振り込みに限り、特別に３回の分割払いまで用意してあります。 
 
分割払いは１４０００円×３ヶ月になります（一括のときよりも合計で２１０円
高くなっております）。 
 
あなたからの連絡を、心よりお待ちしています。 
 

 
 
 
 
P.S.申し込みは、 

幸運幸運幸運幸運なななな３４２３４２３４２３４２人人人人にはいることがにはいることがにはいることがにはいることが出出出出来来来来ればればればれば、、、、これらこれらこれらこれら５１４５０５１４５０５１４５０５１４５０円円円円相相相相当当当当ののののプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント
をををを差差差差しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
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（１） あと先着３４２人 
（２） １２月３１日午後１１時５９分 
 
のどちらかの条件を満たすまでです。どちらかを満たした時点で、この教材
は二度と一般に出ることはなくなってしまうかもしれません。 
 
この時期、クリスマスや忘年会等、色々と支出の多い時期だと思いますが、
少しだけ散財を押さえることをお勧めします。 
 

 
P.P.S.今今今今ならならならなら総総総総額額額額５１４５０５１４５０５１４５０５１４５０円円円円相相相相当当当当ののののスペシャルプレゼントスペシャルプレゼントスペシャルプレゼントスペシャルプレゼントがついてきますがついてきますがついてきますがついてきます。。。。 
 
あなたが今メンバーになれば、このプレゼントを、歓迎のしるしとして差し上
げます。 
 
 
P.P.P.S.全額返金制度全額返金制度全額返金制度全額返金制度のことをのことをのことをのことを忘忘忘忘れないでくださいれないでくださいれないでくださいれないでください。。。。１２０１２０１２０１２０日間一生懸命勉日間一生懸命勉日間一生懸命勉日間一生懸命勉強強強強
してみたけれどどうしてもこのしてみたけれどどうしてもこのしてみたけれどどうしてもこのしてみたけれどどうしてもこの教教教教材材材材はあわないなはあわないなはあわないなはあわないな、、、、とととと感感感感じられたらじられたらじられたらじられたら、、、、僕僕僕僕にににに直接直接直接直接
連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。すぐさますぐさますぐさますぐさま全額全額全額全額おおおお返返返返しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。返品返品返品返品のののの義務義務義務義務もありませんもありませんもありませんもありません。。。。 
 
また、銀行振り込みに限り、３回の分割払いもあります。 
 
よければご利用ください。 
 
 
P.P.P.P.S. とにかく英会話に特化して習得したい場合は、こちらへどうぞ。 
 
 
P.P.P.P.P.S.「完璧」を目指したいのなら、こちらへどうぞ。 
 

このこのこのこの教教教教材材材材でしかでしかでしかでしか知知知知ることのできないることのできないることのできないることのできない「「「「ネイティヴネイティヴネイティヴネイティヴのののの英語感英語感英語感英語感覚覚覚覚」」」」ををををマスターマスターマスターマスターできできできでき
るるるるチャンスチャンスチャンスチャンスはははは、、、、あとあとあとあと少少少少ししかありませんししかありませんししかありませんししかありません。。。。

＞ホーム ＞お問い合わせ ＞プライバシーポリ
シー 
＞特定商取引に関する法律に基づく表示

 
Copyright(c) 2005 feelenglish.inc All rights Reserved  

41/41 ページFeelenglish.net


