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はしがき

筆者は約 40年間、「いかにしたら英会話を効果的に上達させられる
か」という問題と真剣に取り組んできた。その結果、たどり着いたの
は「英文法を、知っている段階にとどめないで自由自在に駆使できる
ようにすることである」という結論である。

英語口 初級編、中級編はそのためのもので、うれしいことに発売以
来大好評を博している。

また一方、学生時代英語を苦手にしてしまった人たちから是非もっ
とやさしい入門編をという声が殺到した。そこで、大変長い間お待た
せしてしまったが、ここに読者の皆さんに出版してお贈りする次第で
ある。

誤解してもらいたくないのは、筆者は従来学校で教えてきた英文法
を再びすすめているのではないことだ。今までの英文法は英文和訳の
ための英文法である。つまり、受身的な知識としての英文法なのであ
る。筆者が今ここですすめている英文法とは、知っているというレベ
ルの英文法ではなく、英語思考回路を作るための英文法なのである。

英語思考回路を作る英文法マスターの秘訣

英文法の例文を算数の九九が口をついて出てくるようになるまで音
読することに尽きる。音読すれば英文法の規則を考えることなしに英
文が次々に出てくるようになるからである。例文をたくさん音読すれ
ばするほど、英語で考える領域を脳内に広げることが可能になる。そ
の結果、英語を話すときに日本語でまず考え、それを英語に訳すとい
う手順を踏まずに、初めから英語で話していくことが可能になる。こ
うなれば英語思考回路を作ったことになる。自分の言いたいことが暗
記した例文と同じでなくても、一部を入れ替える能力が自然に身につ
き、言いたいことを言える能力が備わってくる。

このように言ってもまだ、英文法の例文暗記などやらなくても英会
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話は上達できると思っている人がいるかもしれない。そう思うのも無
理はない。多くの英会話学校や CD 教材販売会社が、無責任にも「英
会話は英文法を忘れることから始まる」とか「ネイティブの英語を聞き
流すだけなんです」というキャッチフレーズで大きく宣伝しているか
らである。こういう宣伝文句を書くのは、「英語道」を追求してきた人
ではなく、単に利益をあげるために売りたいだけの人なのである。

ここで筆者が述べてきたことを裏付ける証明を５つ紹介しよう。

英会話の上達に英文法が重要であることを証明する生
きた実例

アメリカ人家庭で働いている日本人のメイドさんは英語が下手である
私は以前通訳をしていたとき、日本在住のアメリカ人の家を訪ねる

機会がよくあった。そこで働いていた日本人のメイドさんの例を紹介
しよう。

私がそういうアメリカ人家庭のいくつかに行くといつも、「このこ
とはどう言えばいいのですか」とメイドさんたちに英語に関する質問
攻めにあった。質問されるたびに、24 時間英語の世界にいるという事
実にもかかわらず、そういうメイドさんたちの英語力の低さに驚いた
ものだ。行く先々のメイドさんたちに、一体何年くらい働いているの
かと聞いて、その長さに再度驚いた経験がある。彼女たちは 10 年、15
年も毎日 24 時間英語の世界にいるのである。しかし、英語力はという
と、きわめて低かったのだ。これは英語の基礎力がない人がただ英語
の世界に住んでも、英語は進歩しないことを証明する生きた実例のひ
とつなのである。

アメリカ人と結婚して 30 年になる日本人でも、英語の下手な人が
多い

私はアメリカにいたときに、アメリカ人と結婚している多くの日本
人の男性、女性と知り合う機会があった。彼ら、彼女らは英語が上手
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な人たちと下手な人たちの２つに分類できる。英語が上手な人たちは、
日本の大学を卒業してアメリカの大学院へ留学した人たちであった。
したがって、渡米する前に TOEFL のテストで合格点を取って留学し
た、英語エリートの人たちなのである。こういう人たちと電話で話す
と、一瞬アメリカ人と話しているのか、という錯覚を覚えたくらいで
あった。

しかし、数の上では、下手な人たちのほうが 90 ％という感じであっ
た。アメリカ人と 30 年も結婚していても、英字新聞の三面記事でさえ
きちんと読めない人がほとんどなのである。テレビとなるとなおさら
分からないと、異口同音に言っていた。こういう人は、日常会話もき
ちんとした英語ではなく、いわゆる一般に言うブロークンイングリッ
シュなのである。30 年もアメリカ人と結婚していて日常会話すら下手
な理由は、アメリカ人と結婚したときに英語の土台、すなわち英語の
構造を作っている英文法をきちんとマスターしていなかったからなの
である。

これは英文法をマスターせずにアメリカに 30 年間住んでも、その上
アメリカ人と結婚していても、英語力は伸びないことをはっきりと教
えてくれている、生きた２つ目の実例なのである。

開校１ヵ月で受講生の３分の２を脱落させてしまった私の失敗
私は約 40 年前に英会話学校を創立した。学校が駅に近かったため

か、募集開始１ヵ月で約600人が入学したのである。入学者 100名くら
いを予想していたので、英会話への関心の高さに驚いた次第であった。

レッスンは英米人が主に担当した。私も含めて日本人講師も担当し
たが、全員日本語を使わず、英語だけで指導した。開講した第１回目
のレッスンの日は、どのクラスも満員（25 名）であった。ところが２
回、３回とレッスンを重ねるうちに欠席者が目立ち、１ヵ月もしない
うちに、なんと３分の１に激減してしまったのである。原因を調べて
みたところ、受講生の基礎力不足で、英語だけのレッスンが、チンプ
ンカンプンでついていけないということだったのである。

私自身日本で生まれ、英語の基礎は日本で勉強した。英会話学校を
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創立した時には、学生時代に味わった英語の難しい点は自分なりに覚
えていたつもりだったが、忘れてしまっていたのである。

英会話というと、学校側も学生側も、英米人が指導することを当然
視している。しかし、この姿勢に問題があるのだ。英米人からのみの
授業を受けて進歩できる人は、少なくとも英文法をよく知っているだ
けでなく、英文法を使いこなせる人なのである。これ以下のレベルの
人でも、How old are you? とか Where do you live? というような簡
単な英語を話して楽しめるだろうが、こういう質問は１ヵ月もしない
うちに種がつきてしまうということが分かった、貴重な体験であった。
わずか１ヵ月で受講生が激減した事態に直面して、私は自分自身の英
語基礎固めの過程を振り返ってみたのである。

中途退学者０になった教授法の開発に成功
英米人からのレッスンを受ける前に、基礎力を充実させなければな

らないことを知った私は、書店へ行きテキストを探してみたが見つか
らなかった。この種の本は現在もないのである。このテキスト不在に、
現在でもなお多くの英会話学生が、英会話を修得できなくて、投げ出
してしまう理由がある。

文型練習と題した本が何冊か出版されているが、これらは文法の一
部を扱っているか、look like, look forward to のような、表現練習のた
めの本である。私が考えていた、文法の全項目を使えるようにするこ
とを意図した本は、不思議なことに、その時も今もないのである。そ
こで、自分で作ることに決めた。しかし、テキストを作るということ
は、大変な仕事であった。入門～中級まで、難易度を考えて 70 冊の本
を完成させた。ページの左側に日本語訳を書かせ、その日本語訳を見
たとたん、その日本語訳に相当する英語が出てくるまで、各文を音読
させ、その音読した例文を使えるように、英米人講師による授業を並
行して受講できるようなカリキュラムを組んでみたのである。受講生
自身、進歩を肌で感じられたのだろう。それは何よりも、中途退学者
がゼロになったことによく反映され、私が唱えている文法の例文音読
重視の正しさが、証明されたことになった。非常に嬉しくもあり、自
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Lesson 1 Track 1 & Track 32

「私［私たち］は…を持っています」

1
アイ
I

ハヴ
have

ア
a

スモール
small

カァ
car.

2
アイ
I

ハヴ
have

ア
a

セル
cell

フォン
phone.

3
アイ
I

ハヴ
have

ア
a

カンピュータァ
computer.

4
ウィ
We

ハヴ
have

ア
a

ヴェイケイション
vacation

ホウム
home.

5
ウィ
We

ハヴ
have

ア
a

ビッグ
big

カァ
car.

6
ウィ
We

ハヴ
have

ア
a

ストア
store.

語句のヒント

1 small car 小型の車
2 cell phone 携帯電話
3 computer パソコン
4 vacationhome 別荘
5 big car 大きな車
6 store 店
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文法テーマ

I [We] have ...
149

1 私は小型の車を持っています。

2 私は
けいたい

携帯電話を持っています。

3 私はパソコンを持っています。

4 私たちは別荘を持っています。

5 私たちは大きな車を持っています。

6 私たちは店を持っています。

ひと口メモ

1～ 6「a」は「1台」「1個」「1軒」の意味。しかし日本語に訳出できない。
2 cell phone は cellphoneと 1語にすることもできる。「電話」は telephoneまたは phone,「公衆
電話」は pay phone.
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Lesson 2 Track 1 & Track 32

「あなた［彼ら］は…を持っています」

1
ユー

You
ハヴ

have
ア
a

ナイス
nice

カァ
car.

2
ユー

You
ハヴ

have
ア
a

ビューティフル
beautiful

ホウム
home.

3
ユー

You
ハヴ

have
ア
a

ナイス
nice

スーツ
suit.

4
ゼイ

They
ハヴ

have
ア
a

パァキング
parking

ラット
lot.

5
ゼイ

They
ハヴ

have
ア
a

クリーナァズ
cleaners.

6
ゼイ

They
ハヴ

have
ア
a

ブックストア
bookstore.

語句のヒント

1 niceすてきな、car 車
2 beautiful美しい、home 家
3 suit スーツ
4 parking lot駐車場
5 cleanersクリーニング屋
6 bookstore 本屋
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文法テーマ

You [They] have ...
149

1 あなたはすてきな車をお持ちですね。

2 あなたは美しい家を持っていますね。

3 あなたはすてきなスーツを持っていますね。

4 彼らは駐車場を持っています。

5 彼らはクリーニング屋を持っています。

6 彼らは本屋を持っています。

ひと口メモ

1名詞の carに様子を表す形容詞 niceが付くとき、語順は「a＋形容詞＋名詞」となることに注
意されたい。 2 3も同様。
2「家」を house でなく home としたときは、家の中に入って家具、装飾などの美しさをよく知っ
ているニュアンスがある。
5 cleanersは 1軒でも 5軒でも形が変わらない単複同形の語。
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