The Road To 英語の達人
この度は、ハワイ・インターンシップ・プログラムにお申し込みいただき誠にありがとうございます。米国でインターン
シップに参加するためには、まず米国国務省の外郭団体であるインターンシップ研修認定団体（DS 団体）から
DS2019（研修許可書）を取得し、その後、米国大使館でビザ面接を受けることになります。最初の関門である DS 団
体との英語インタビューに向け、英会話力をアップし、実際のインターンシップ参加時に現地でコミュニケーションが
取れるようにさらに英語力を引き上げます。
このレッスンプログラムは、日本の中学や高校で行った試験で良いスコアを取るための学習ではありません。日本
人に根強く残る「英語という学問を勉強する」という考えを捨てていただき、「英語を使ってコミュニケーション」を取る
ことに重点を置いているため、多くの方にとっては全く新しいレッスン方法になります。今まで何年間英語を勉強して
きましたか？ 数年間、長い方だと十年以上も英語を勉強しているのに「英語が話せない」のかをしっかりと理由を
考えたことはありますか？ それは、本当に簡単な理由なのです。英語（聞く、話す、読む）を毎日使っていないから
です。ただ、それだけなんです。毎日英語を使っていれば、誰でも英語でコミュニケーションをとることができます。
当協会のレッスンプログラムでは、通学する必要も、高い教材を購入する必要も無く、短期間に“聞く力”（DVD 視聴）
と“話す力”（Skype 英会話）、また普段の生活で実際に使う言葉を覚えて“読む力”（英文短編読み物＆クイズ）を養
っていただきます。日本人同士でも友人と話をする時には難しい言い回しや聞きなれない単語はあまり使わないと
思います。英語での会話でも同じことです。Native English Speaker が使っている簡単な単語や言い回しを使って英
語でコミュニケーションが取れるようにすることを目的としています。文法を間違えても問題ありません。英語を話し
ているうちに、また、より多くの英語を聞くうちに、だんだん正しい文法になっていきます。
TOEIC700 点台や 800 点台で喜んでいる方！ご注意ください！
そのぐらいの点数があると、日本国内ではある程度英語が出来る人として認識されていますが、点数だけを取るた
めに勉強して 700～800 点台を取った人は、海外では英会話が成立しません。ある程度の点数を取ったからと言っ
て安心していると、ずっと点数低い人たちがインターン先で自分よりも巧みに英語を操っているなんてことになります。
逆に点数的にはあまり高くない方は、ここが高得点の人に追いつき、追い越すチャンスです。英語を話せるようにな
ったら、点数は関係ありません。英語が話せるか、話せないか、それだけになります。海外に長期滞在している人で、
英検や TOEIC の点数を持っているひとはほとんどいません。海外では英語の試験で何点取ったかということは話題
にも上がりません。
このプログラムに参加される多くの方が「海外インターンシップに行って英語を話せるようになりたい」と言っています。
外国の方と英語でコミュニケーションが取れる、又は洋物映画を字幕無しで楽しめるようになるということは、英語が
話せない日本人にとって、大きな夢だと思います。実際、海外インターンシップに参加された方の TOEIC 点数は 100
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～200 点ぐらい上がるといわれおり、中には 250 点も上がった人もいます。
“しかし”、点数が上がったり、英語が話せるようになったのには、理由があります。それは、“事前”に英会話を上達
させる準備をしていたのです。これから始める、この「The Road To 英語達人」レッスンプログラムがその準備となりま
す。
（TOEIC950 点以上、英検一級、または当協会 English Check で Level8 以上をお持ちの方は、当協会指定の英会話
レッスンプログラムを免除可能です。免除希望の方は、英語レッスン免除希望とメールでご連絡ください。）

ご注意ください！！！
レッスンを継続していくと、だんだん Speaking レッスン（Skype 英会話）だけ
を行うようになる方がいます。英会話を行うと、ものすごく充実したレッスン
を行った気分になれます。それは良いことですし、Speaking は大変重要な
レッスンですが、Input（新しい単語やフレーズ）が無いと話す内容や使う単
語がいつも同じになり、英語力向上スピードが大変遅くなります。Reading,
Listening, Speaking の 3 つを必ず平行して行ってください。
レポート提出は月１回です。
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１．【English Lesson Program 概要】
レッスンプログラムは、下の 3 つの項目で構成されています。この 3 つを「同時」に行なうことにより、早く成果が出る
方で 2 ～3 か月、長くても 6～9 ヶ月程度で驚くほどの英語力の向上が見られます。どれかひとつに偏ったレッスンを
行った場合、英語向上のスピードが著しく下がり、また、新しい単語やフレーズが入ってこないので、幼稚な英会話
しか話せない人になってしまいますのでご注意ください。
◼

Reading：興味のある本や雑誌（普段使用する英単語の習得、長いフレーズを話す練習）

◼

Listening： DVD 視聴（普段の生活で使えるフレーズ・単語のインプット）

◼

Speaking：オンライン英会話（発音、新しい英語フレーズのアウトプット）

２．【Reading Lesson】
◼

Reading レッスン：Reading レッスンは週に 3～5 回、必ず行なってください。

◼

英文読み物の選択について：雑誌や英文マンガなど簡単なものから始めましょう。芸能、ファッション、スポー
ツ、経済、ビジネス、マンガなど、ジャンルは何でも結構です。とりあえず興味がある、好きなジャンルのものを
お選びください。

◼

子供の頃に読んだマンガの英訳本があればそのようなもので結構です。選ぶ基準は、１．興味のあるもの、２．
おもしろいもの、3.日常会話で使えるものです。自分の趣味の雑誌であれば、そこに書かれている単語は将
来に渡って使う可能性が高いものばかりです。興味がある対象の単語は、米国滞在中でもその話題になった
とき、そのまま使えます。

◼

普段から英文を読んでいない方にとって、突然英語の本を読むのはハードルが高いので、最初は自分の興
味のある雑誌で構いません。各ページに英単語があまり載っていなくても、まず英語が記載されているものを
見る習慣を付けましょう。そして、意味が分からない単語があるときは、辞書を引きましょう。二度と開きたくな
いような難しいものは絶対にだめです。真面目な方ほど分厚い難しい本を買って、途中で挫折しているので、
絶対に難しい本は買わないようにお願いします。

◼

参考書は絶対に買わないでください。英語のレッスン＝参考書の勉強と考えてしまう真面目な人ほど英語が話
せません。受験勉強ではないので、学校で使用するような参考書は絶対に買わないし、使用しないでください。
英語が話せるようになりたければ、「英語を勉強」するのは止めて下さい。過去に何年も英語の勉強をして、い
まだに英語で会話が出来ないことを理解してください。英語を勉強している人は、英会話が上達しません。英語
を楽しむように工夫してください。

◼

＜重要＞Reading は必ず「朗読（音読）」してください。興味がある単語やフレーズを自分の物にするために、口
に出して読んでください。これを繰り返すことによって、あなたの英語の発音がかなり上達するはずです。

３．【Listening Lesson】
◼

DVD 視聴：Listening レッスンは週に 3～5 回、必ず行なってください。

◼

指定 DVD：「FRIENDS」シーズン１。お持ちでない方は、至急ご購入ください。Amazon 等で 1500 円程度。

◼

各エピソードの視聴回数「5 回」
➢

1 回目：日本語（英語版を購入された方は日本語字幕又は英語字幕付）で視聴し、全体のストーリーを把
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握する。

◼

➢

2 回目：英語＆日本語字幕付きで視聴。

➢

3 回目：英語＆英語字幕付きで視聴。使えそうなフレーズがあったら、必ずノートにメモする。

➢

4 回目：視聴前にノートを読んで予習してから見る

➢

5 回目：好きな主人公のフレーズを視聴しながら同時に口に出して言ってみる。

教材として使用しているので、絶対に自分で視聴回数を変更しないでください。１つのエピソードを 2，3 回の視
聴で変更してしまうと、英会話の習得効果が非常に低くなります。何か別のことをしながらの“ながら”視聴は１
回にカウントできません。

◼

個人差はありますが、3 か月ぐらい真剣に DVD 視聴を続けると、英語を聞いているのに、あたかも日本語で聞
いたかのように耳に入ってくるようになります。

◼

TV や他の映画の代用について：最近は米国の映画・ドラマをテレビで無料で視聴できますが、一回流して見る
だけでは、英語力は上がりません。ただし、指定 DVD を使ったレッスンと平行して、余暇を楽しむという観点で
あれば、日本のドラマやお笑いよりは、なるべく英語圏の映画やドラマを英語で見ましょう。
Aladdin, Pay It Forward, Home Alone, Finding Nemo や旧作（Roman Holiday など）には、聞き取りやすい英語
のものが多いです。
（注意：主人公が早口のもの、サスペンス、殺人、ホラー、弁護士、医療関連ものなどは、専門用語が多す
ぎるのと、特殊なフレーズが多く、日常会話で使用する場面が少ないので避けましょう。）

４．【Speaking Lesson】
◼

Skype オンライン英会話：英会話レッスンは週に 5～7 回、必ず行なってください。

◼

普段から自分が日本語で話している内容と同じことを英語で言えるようになるのが目的です。毎回毎回自己紹
介やその日に何を食べたか、週末の予定や先週なにを行ったかの話だけでは英語は上達しません。

◼

ホテルでのチェックインのやり方を何十回練習しても意味がありません。皆さまが普段からどういう言葉で話し
ているかは、個人差がありますが、自分の気持ちが表現できるような単語を DVD と英文読み物から覚えて、そ
してどんどん使ってください。

◼

ある程度話せる自信が付いたら、研修に参加すること、英語で面接を受けること、米国に 1 年間滞在することな
どの話題をふり、そこで必要なフレーズや単語を質問したり、自分の趣味の話題から話を発展させてみてくださ
い。

◼

お友達やご家族と実際にあった会話と同じ内容を英語で言えますか？ 下に記載する表現を辞書を使わずに
直ぐに言うことができますか？
➢ ねぇねぇ、今週末、暇？ 私なんの予定もないから、どっか行かない？ 温泉とかどう？
➢ 今日仕事で失敗しちゃった。あー最悪。今日はとことん飲みたい気分。
➢ ちょーおいしいイタリアンレストラン見つけちゃった。奢るから、今度一緒に行かない？
➢ 会社の同僚とハワイに行ってきたんだけど、日焼けして背中の皮がぼろぼろ。ひりひりして、昨日はよく寝ら
れなかった。
➢ 私の携帯水没しちゃって、音が出ないんだよね。
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◼

無料体験できるオンライン英会話が当社 HP 上に掲載されているので、お好きなものをお選びいただき、ご自身
でご契約ください。最初は外国人と話すことになれるのが目的。最初から完璧な英語が話せる人はいません。

◼

英会話学校の代用は基本的に認めておりません。コストが高い上、週１～２回英会話学校に通っても、週 7 回
のオンライン英会話の代わりにはなりません。どうしても希望する人は、英語学校へ行く回数とオンライン英会
話と合計で週 7 回の英会話レッスンとなるようにしてください。

◼

徐々に長いセンテンスで話すように努力をする。使う単語やフレーズ数を増やす。覚えた単語やフレーズを使っ
て、より深く、より詳細に自分の言いたいことを伝えられるようにする。
Q) What do you like to do in your free time?
A) Baseball （最初はこの程度で OK）
A) I play baseball (センテンスで回答できたので Good)
A) I play baseball in my free time. (より正確に回答できたので Better)
A) I play baseball in my free time. I belong to a local baseball team and on every weekend, there is a ball
game with other teams at nearby baseball field. (補足説明まで入れて回答しているので Best)

５．【レッスン頻度】
◼

3 つのレッスンはそれぞれ週 7 日行なってください。

◼

現在、英語レッスンなどを行なっていない方にとって、毎日のレッスンは非常にハードルが高いということは理
解しています。しかし、英語上達に近道はありません。レッスン時間を若干減らしても良いので、各レッスンを必
ず毎日行なってください。時間が無いときは、Speaking（Skype レッスン）をカットして、Reading を 5 分でもかまい
ません。継続することに意味があります。

◼

英語は毎日使えばどんどん伸びます。週に２、３回程度では英語力がなかなか向上しません。最初は努力しな
と毎日行なうのは難しいとは思いますが、週 7 回のレッスンを習慣とし、英語が話せる人になりましょう。

６．【レッスンレポートと提出期日】
◼

レッスンレポート：レッスンの進捗状況・実施回数を、English Lesson Report に記載してください。レポートは当協
会に提出するために記入するのではなく、自分の英語力向上のために行って下さい。

◼

提出日： 毎月 1 回月末（遅くとも月初 5 日まで）に送付してください。 Mail to: hqmail01@kokusaijinzai.org

７．【お願い】
◼

英会話力、英語でのコミュニケーション力は、インターンシップ参加の条件となっております。そのため、英語プ
ログラムの実施は絶対条件です。ただし特例として、TOEIC950 点以上（又はそれに準じた英語レベル）で、且
つ、当協会の英語判定で Level8 以上の方は英語プログラムの免除をいたしますので、免除を希望される方は
お申し出ください。

◼

この「The Road To 英語の達人」を読まれましたら、その日の内に、DVD と雑誌・マンガを注文し、且つ、Skype
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英会話レッスンのご契約をお願いします。
◼

Skype 英会話レッスンは、その日から開始してください。お選びになった英会話レッスンがあまりよくないと思っ
たら、翌月他社へ乗り換えることは簡単なので、どれが一番良いかで悩まないで、とりあえず申し込んでくださ
い。

◼

First Consultation までに必要なレッスン教材をご購入いただけていない方、Skype 英会話レッスンにご契約され
ていない方は、コンサルテーションを中止して教材購入及び英会話レッスンのお申し込みお手続きをして頂きま
す。

◼

また、英語レッスンを継続的に行なっていない場合、且つ、英会話力が向上していない場合、ご希望のインター
ン開始時期を遅らせる場合がありますので予めご了承ください。

Hawaii Internship July 2018 ＜転載禁止＞

