
Junior 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、以下当資料にある英文を使います。	 

- 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」「ハイパー英語教室シリーズ」といった

中学基礎〜高校入試、また高校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。	 



About	 Japan	 

	 

＜Day1:	 第１回無料体験レッスン範囲＞	 

1. There are many islands in Japan.  Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu 

and Okinawa are five main islands of Japan.  As you can see on the 

map that Japan stretches from north to south.  Therefore, you can 

enjoy deep snows and beautiful subtropic beaches. 

2. Japanese call their country as “Nippon” which means “source of the 

sun”.  The Japanese flag represents the sun. 

3. There are a lot of historical places all over Japan.  Temples, gardens, 

castles, and local markets are some of them.  At the same time, you 

can enjoy the latest modern fashions and trends.   

4. My friend, David from the U.S., actually loves trains in Japan.  The 

bullet train named Shinkansen is very famous, but his favorite is 

Japanese subway system.  He is amazed when the subways stops at 

stations every five minutes. 

5.  

 

 

1. 日本にはたくさんの島があります。北海道、本州、四国、九州、沖縄

が日本の５つの主要な島になります。地図でみれば分かるように、日

本は北から南に延びています。ですから、深い雪や美しい亜熱帯の海

岸を楽しむことができます。	 



2. 日本人は自分の国のことを“ニッポン”と呼びます。これは“日の本”

という意味があります。日本の国旗はこれを表しています。	 

3. 日本にはたくさんの歴史的な場所があります。寺院、庭園、城、地元

の市場などはその例です。同時に、日本では最新のファッションやト

レンドを楽しむことができます。	 

4. アメリカから来た私の友達のデイビッドは、実は日本の列車が大好き

です。超特急列車の新幹線はとても有名ですが、彼のお気に入りは日

本の地下鉄網です。彼は５分間隔で地下鉄が５分間隔で駅に停車する

ことに驚いていました。	 

 

	 	 



＜Day2:	 第 2 回無料体験レッスン範囲＞	 

1. One thing that you should experience are the Japanese 

restaurants.  According to the Michelin Guide, Tokyo is the most 

“delicious” city in the world.  In fact, over 150 restaurants received at 

least one star. 

2. People from overseas usually misunderstand that Japanese 

restaurants are all expensive.  There are a lot of restaurants, and you 

can enjoy variety of dishes with reasonable prices. 

3. Sushi, for example, is very famous and delicious, but my favorite is so 

called “B-kyu gourmet.”  It refers to B-class dishes.  These dishes are 

very reasonable, but the taste is A-class!  Okonomiyaki, ramen, 

gyoza, variety of rice bowls are some examples.   

4. When you visit Japan, please be careful of gaining a weight! 

 

 

1. 私のお勧めは日本のレストランです。ミシュランガイドでは東京は世

界一“美味しい”都市となっています。実際、150 以上ものレストラ

ンが一つ星以上の評価を得ています。	 

2. 海外から訪れた人たちは日本のレストランは値段が高いと勘違いをし

ているようです。日本にはたくさんのレストランがあり、手頃な価格

でたくさんの種類の食べ物を楽しむことができます。	 

3. 例えば寿司はとても有名で美味しいですが、私のお気に入りは“B級

グルメ”と呼ばれるものです。それは Bクラスの食べ物という意味で

す。これらの食べ物はとてもお手頃ですが、味は Aクラスです！お好



み焼き、ラーメン、餃子、たくさんの種類のどんぶりは、その一例で

す。	 

4. 日本に訪ねてくる際は、体重増加に気をつけてね！	 


