
High School Course 

無料体験レッスン用教材	 RLC（第１,２回レッスン）	 

	 

- 以下の英文を繰返し音読してください。レッスンでは講師が英文を読み

上げますので、それをリピーティングしていただきます。最終的には教

材を見ることなく、講師が話す文章をそのままリピートできるようにし

ます。	 

- 全２回の無料体験レッスンでは、無料で公開されている高校入試の文章

を利用します。（http://www.study-x.com/eigotyoubun_3_eigogahanasenakutemo.pdf）	 

- 体験レッスンでレベル判定をした後、正式に音読用教材のご紹介を致し

ます。「英会話・ぜったい音読」「速読速聴・英単語シリーズ」といった

中学・高校〜大学英語レベルの教材を使いレッスンを行います。	 

	 

- 良質な文章を繰返し音読することで「英語脳」、つまり「英語の基礎」が

構築されます。具体的には、英語を文頭から自然と理解し、使いこなせ

る能力が構築されます。	 

	 

- 日本語だと他の人が話した文章をそのまま繰返すことは簡単ですが、英

語になると、簡単な文章でもかなり難しくなります。	 

- 当塾の RLC（Reading	 Listening	 &	 Communication）トレーニングは、	 

同時通訳養成学校でも行われている訓練であり、文法やヒアリング、ス

ピーキング力が同時に鍛えられます。	 



繰返し音読の仕方	 

(1.	 教材付属 CD を聴く)	 

無料体験レッスンの教材には CD がありませんので、ここは飛ばし

て下さい。ただ本コースに入ると教材付属 CD がありますので、CD

を聴いて、どの程度内容が理解できるか、聞き取れない単語はな

にかなど確認して下さい。	 

2.	 次ページの英文、日本語訳を読み確認する	 

文章を音読し、分からなかった単語やセンテンス、文章の意味を

把握して下さい。	 

3.	 英文を読みながら音読する	 

第１回無料体験レッスンの範囲を音読して下さい。まずは１日１

０回の音読を目標として下さい。	 

慣れてきたら文章の意味に合わせ感情を込めて音読し、また文法

を意識しながら音読してみて下さい。	 

（4.	 英文を見ずに音声のみを頼りに音読する）	 

ここも CD がないとできませんが、本コースでは、教材を見ずに、

CD の音声に続いて１センテンスずつ音読してください。最初は非

常に難しく感じますが、ご心配なく。よく間違えてしまうセンテ

ンスは繰返し音読してみて下さい。	 

単純なトレーニング方法ですが、トレーニング中、脳が活性化し

ていることが感じられるはずです。	 

レッスンまでに１〜４番全てが終わらなくても大丈夫です。無理せず

できるところまで挑戦してみて下さい。	 



英語が話せなくても・・・	 

無料学習プリントサイト：http://www.study-x.com/eigotyoubun_3_eigogahanasenakutemo.pdf 

	 

＜Day1:	 第１回無料体験レッスン範囲＞	 

	 

1. My parents have a camera store.  About two years ago, a man from the 

United States came into the store.  

2. My father did not know what to do.  The man used a little Japanese and 

asked my father to develop and print a roll of film.   

3. The next day, when he came back to get the pictures, he showed one 

of them to my father and said, " This is my son."  "Oh, very cute!" said 

my father. The man looked really happy, and that made my father even 

happier.  

4. Now the American, David, visits the store very often with his wife and 

baby boy.  He says, "I always love to take pictures of my son."  My 

parents and I talk with them in English and Japanese.  Sometimes we 

need to use dictionaries and gestures.  

 

 

 

1. 私の両親はカメラ店を経営している。約２年前、アメリカから来たあ

る男性がお店にやって来た。	 

2. 私の父はどうすればいいのか分からなかった。男性は少しばかりの日

本語を使い、父にフィルムを現像し、プリントして欲しいと頼んだ。	 



3. 次の日、彼が写真をとりにお店にやって来たとき、１枚の写真を父に

見せ「これは私の息子なんだ。」と言った。私の父は「とてもかわい

いね」と返事をした。すると男性はとても嬉しそうな表情をしたので、

私の父はもっと嬉しくなった。	 

4. 現在、そのアメリカ人の男性、デイビッドは彼の妻と赤ん坊を連れて

よくお店を訪ねてくる。彼は「私はいつも息子の写真を撮るのが好き

なんだ。」と話した。私の両親と私は、英語と日本語を使い彼らと話

をした。時には、私たちは辞書やジェスチャーを使う必要があった。	 

 

	 	 



＜Day2:	 第 2 回無料体験レッスン範囲＞	 

1. One day I asked David, "How many pictures have you taken since he 

was born?"  "More than four hundred," he answered.  I talked to the 

baby, "What a happy boy!  Well, you were sick last week.  How are you 

today?"   "He's much better, thank you.  Your mother introduced us to a 

nice doctor," David smiled at me.  

2. The store is now visited by more and more people from different 

countries such as the U.K., China, and Australia. Many of them are 

David's friends. My parents still do not speak very good English, but 

they always try very hard to listen and show their feelings with body 

language and all the words they know.   

3. So I think people from other countries can enjoy talking with my parents 

about the pictures they take. My father and mother taught me how to 

overcome the language barrier and make friends with people from 

overseas places.  

4. Next summer David and his family will go back to the United States.  I 

will also go and stay with them for two weeks.  I hope I will have many 

chances to talk with American people. 

 

 

1. ある日私はデイビッドに「いったい彼が生まれてから何枚の写真を撮

ったの。」と聞きました。彼は「4百枚以上かな。」と答えました。

私は赤ちゃんに「君はなんて幸せな赤ちゃんなんだ！先週君は病気を

していたけど、今日はどうだい。」と話しかけました。「彼はとても



よくなったよ。ありがとう。君のお母さんが私たちに良いお医者さん

を紹介してくれたんだ。」とデイビッドは笑いながら私に答えました。	 

2. 現在お店には、イギリス、中国、オーストラリアなど様々な国からお

客さんが訪ねてきます。私の両親は未だ英語を上手には話しませんが、

一生懸命彼らの話しを聞き、そしてボディーランゲージや知っている

単語を駆使して感情を伝えています。	 

3. 私は、だから他の国から訪ねてきてくれたお客さんは、自分が撮った

写真について両親と話しをすることを楽しんでいるだと思います。私

の父と母は、どうやって言語の壁を乗り越え、そして海外の人達と友

達になるのか教えてくれました。	 

4. 次の夏、デイビッドと彼の家族はアメリカに帰国します。私も彼らと

一緒に行き、２週間ほど滞在します。多くのアメリカ人と話しをする

機会があればと願っています。	 


