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 はしがき

書店の語学コーナーにずらりと並ぶ英会話本から、本書を手に
とっていただき、本当にありがとうございます。
「ちょっと英会話でもやってみようか」という軽い気持ちの方も、

「英語を話せるようにならないと昇進できない」と切羽つまっている
方も、本書を見つけたあなたはラッキーです。なぜなら、英会話本
への無駄な投資を、あるいはエンドレスな投資を、ここで止めるこ
とができるからです。

実は私も英会話本にかなり投資してきました。翻訳業をメインに
活動してきたので読み書きはそれなりにできますが、外国人がいる
職場で英語を日常的に使っていた頃をピークに、英会話力はどんど
ん衰えていきました。「なんとかせねば」と、いろいろな英会話本に
手を出しましたが、忙しさにかまけてちょっと読むだけで、本棚に
たまっていくいっぽうでした。

そんな中、久しぶりに英語を話さざるをえない環境で働くことに
なりました。英語を母語としない外国人に囲まれ、楽しんでコミュ
ニケーションをとってはいたものの、言いたいのに言えないことも
多く悔しい思いすることも多々ありました。

そこで、職場への行き帰りの時間に、言えなかった文を復習した
り、これからの会話で想定される文をあらかじめ練習するようにし
たのです。また、 発音しにくい単語を何度も繰り返し言ったり、 より
ふさわしい表現はないかとインターネットでリサーチしたりもしま
した。まさに「セルフトーク」でリハーサルをしていたのです。す
ると、英語で話すことがどんどん楽になっていくのがわかりました。
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そのとき私は気づいたのです。どんなにすばらしい英会話本でも、
自分にとってリアリティのある英文でなければ英文を覚えようとい
う気にはなれないのだと。
「英語は使わなければ上達しない」というシンプルな事実と、その

ためにはセルフトークこそ効果的だということを身をもって実感し
たことが本書を書く動機となりました。
「英語が話せる」とは、自分が毎日、日本語で話していることを英

語化できるということです。
あなたにとって必要な英語の単語やフレーズと、私にとって必要

な英語の単語やフレーズは違います。ですから、英会話本のように
「こういう時はこう言う」というお手本が、あなたにとって意義があ
るとは限らないのです。ましてや、それを覚えて使いこなせる人な
ど、ほとんどいないのではないでしょうか。

本書では、日常生活を英語化していくための方法を紹介していき
ます。できるものから、できるときに挑戦してみてください。「この
花、英語で何て言うんだろう？」「今のフレーズ、英語だとどう言う
んだろう？」と時々考えるだけでも、その積み重ねは後々大きな結
果となって現れてくるはずです。

ことばは使い方を完璧にマスターしたから話せるようになるので
はありません。話すという経験を積み重ねることで少しずつうまく
使えるようになっていくのです。へたでもいい。間違ってもいい。
あなた自身が持っている今の英語力で話せることから、とにかく話
し始めましょう！

 Are you ready? Let’s self-talk in English!
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 本書の構成と使い方

本書は 7 つの章で構成されています。1 つの章には 2～4 のセク
ション（§）とその章の課題があります。課題は 1 週間続けるタイプ
を用意しました。したがって、1つの章に1週間をかけ、7週間です
べてを読み切るというのが想定される読み方です。

もちろん、最初からざっとすべてを読んでもかまいませんが、そ
の際も、課題は頭から 1 つずつこなしていってください。課題が毎
日こなせない場合は、のべ 7 日間分の時間をかけたら次に進むとい
うやり方をとってください。

7 週間で 7 つの課題をこなしたとき、あなたの英会話力は大きく
前進しているはずです。
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 §1　なぜ英語が話せない？
 6 年以上も勉強したのに！

ほとんどの日本人は英語を中学・高校で6年間、短大や大学に行っ
た人はさらに 2～4 年勉強しています。社会人になったらなったで、
自己投資として高い授業料を払って英会話学校に通ったり、英会話
教材を次から次へと購入したりしてきた方も多いのではないでしょ
うか。これだけ時間もお金もかけているのに、なぜ日本人はいまだ
に英語が苦手なのでしょう。

文科省は平成 15 年に「『英語が使える日本人』の育成のための行
動計画」を策定し、高校卒業段階で目標とする英語力を「英語を通
じて、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりすること
ができる」と設定しました。これは、英検の準 2 級～2 級程度以上
の英語力に相当します。しかし、平成26年 2月の「初等中等教育段
階における外国語教育に関する資料」には、「目標としている英語力
を達成しているのは公立高校 3 年生で約 31%」という残念な現状が
報告されています。

また、同年7～9月、文科省は全国の高校3年生7万人を対象とし
て、英語力（読む・書く・聞く・話すの4技能）を把握するための初
の全国統一テストを実施しました。このテストの結果も惨憺たるも
のでした。英検 2 級レベルを達成できたのは「聞く」でわずか 2％、

「話す」はさらに低く1.7%、準2級程度を達成できたのは「聞く」で
21.8%、「話す」で 11.1％だったのです。
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 原因は学校英語？

日本の英語教育のいったいどこがいけないのでしょうか。英語を
しゃべれない日本人教師が日本語で教えているから？ 文法や訳読ば
かりやらせているから？ それとも、もっと小さい頃から教えないか
らでしょうか。
「文法なんて必要ない」「もっと英会話を教えるべきだ」という学

校英語に対する批判はよく聞かれます。しかし、日本人が英語を話
せないのは本当に学校英語のせいでしょうか。

私は高校を卒業してから、父の転勤に伴ってアメリカへ渡りまし
た。一緒に行った妹たちは当時中学 2 年生。彼女たちは渡米後すぐ
に現地の学校に入り、英語漬けの日々を送っていました。一方、私
は TOEFL の点数が足りなくて「自宅浪人」をしていました。私が
ふれる英語といえば、テレビと週 1 回近所の教会で開催される無料
の英語レッスンのみ。でも数ヵ月後、「学校英語」を6年間みっちり
やってきた私のほうが、毎日、ネイティブが話す英会話にふれてい
た妹たちよりも、はるかに英語を話せるようになっていたのです。

これまで英語を使う仕事をしてきて実感するのは、学校英語は実
にちゃんと英文法の基本的な知識を網羅していたのだということで
す。学校で勉強しているときは、「仮定法とか分詞構文なんて、こん
な面倒な表現、ネイティブは本当に使うのだろうか」などと思った
ものですが、実際、日頃接している英語の文章にも会話にも随所に
使われています。私が中学生・高校生の頃は、現在のようにインター
ネットやレンタル DVD が普及していませんでした。国内にいて生
の英語にふれる機会があまりにも少なかったせいで「こんな役に立
たない勉強ばかりしても意味がない」と文法を学ぶ意欲をなくして
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しまった人は多いのかもしれません。

 1000時間 vs. 2200時間

なんとか文法を学ぶ意欲を維持し、中学・高校で 6 年間、英語の
基礎知識をひととおり身につけたとして、それでもほとんどの人が
高校卒業時に英語を十分に話せないままなのはなぜなのでしょうか。

ここで、この「6 年間」という数字を今一度考えてみましょう。
中学・高校の英語の授業は週にせいぜい 3～5 コマです。年間 40

週として最大200コマ。1コマ＝50分なので年間166時間として、6
年間で 1000 時間弱です。

さらに生徒が実際に英語を口にする時間と言えば、「起立・礼・着
席」のかわりに交わされる “Good afternoon, class.” “Good afternoon, 
Ms. Tanaka.” といったお決まりのあいさつか、クラス全員で読まさ
れる教科書の数パラグラフか、たまに参加するネイティブ・スピー
カーのALT（Assistant Language Teacher「外国語指導助手」）との
簡単な会話ぐらいで、1000 時間みっちりと英語を話しているわけで
はありません。

たとえ1000時間しゃべりっぱなしだったとしても、日数に換算す
ればわずか 42 日間。期間にすれば「6 年間」ですが、現実に英語に
接したと言える時間はたったこれだけなのです。

アメリカ国務省には、外国語の研修を専門的に行なう Foreign 
Service Institute という機関があり、英語を母語とする研修生が外
国語をある一定のレベルまで習得するのにかかる平均的な学習時間
数を公表しています。ある一定のレベルとは、アメリカの連邦政府
が定めている言語運用能力指標（運用能力なしとされる Level 0 か
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らネイティブ並みとされる Level 5 の 6 段階に分かれている）で、
General Professional Profi ciency（一般実務レベル）とされる Level 
3 です。Speaking と Reading の Level 3 はそれぞれ以下のように定
義されています。

Speaking：　十分に正確な構造（＝文法）と語彙で話すことができ、
フォーマルな場面でもインフォーマルな場面でも会話にうまく参加
することができる。
Reading：　標準的なスピードで読むことができ、読んだ内容をほぼ
完全に理解できる。

このレベルに達するのに必要とされる学習時間は、英語に近い言
語であるフランス語やスペイン語などで575～600時間、ドイツ語で
750 時間、マレー語やスワヒリ語になると 900 時間、ギリシャ語・
ヒンディー語・ロシア語・タイ語などは 1100 時間、日本語を含む、
最も習得に時間がかかる言語グループは 2200 時間となっています。

この研修生たちは年齢が 30～40 歳、6 人以下の少人数クラスで週
25 時間の講義を受けるほか、毎日 3～4 時間自習しているそうです。
国務省に採用されるほどのエリートたちがこれだけ集中して勉強し
ていても、英語と言語学的に遠い関係にある日本語を話せるように
なるのに 2200 時間もかかるわけです。

 足りなかったのは「実践」

日本語話者が英語をしゃべれるようになるまでに2200時間かかる
と仮定しましょう。だとすれば、中・高 6 年間の英語の授業時間数
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だけでは、しゃべれるようになるまでに必要な学習時間の半分にも
満たないということは明白です。

学校の授業で習うのは、武道の「型」のようなものです。正しい
「型」をカラダに覚えさせる訓練は単調でつまらない作業かもしれま
せん。しかし、その基礎があるからこそ、実際の試合のいろいろな
場面に対応できるのです。試合で勝つためには、練習試合をたくさ
ん経験し、さまざまな状況に合わせて型をどう応用するのかという
ことを実践しながら覚えていかなければなりません。

語学も同じようなプロセスが必要です。学校英語では「型」をき
ちんと教えてくれますが、「練習試合」や「試合」が圧倒的に足りな
いのです。英語以外にも幅広い教科を学ばなければなりませんし、
脱ゆとり教育で履修範囲も広がって、英語だけにそんなに時間をか
けるわけにはいきません。

すでに大学生や社会人になっている皆さんは、実践の場を自分で
確保しなければなりません。お金や時間があるのなら語学留学をし
たり英会話学校に通ったりするのもいいでしょう。英会話サークル
などに入ったり、ネイティブの友だちをつくったりすることも可能
でしょう。でも、もっと簡単に、1 円もお金をかけないでできる実
践法があるのです。それがセルフトークです。

 セルフトークなら毎日できる！

セルフトークとは、自分に語りかけることです。本書では「英語
のひとりごと」くらいの意味で使っていきます。

セルフトークはもともとはメンタルトレーニングやコーチングの
用語で、「ネガティブなセルフトークをやめて、ポジティブなセルフ
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トークをすることで人生を変えていける」といった使い方をします。
日本は「言霊の国」といわれますが、日本に限らず、「ことば」が

人の心身におよぼす影響力の大きさは科学的にも解明されてきてい
ます。たとえば、親から侮辱のことばや暴言を受けて育った人は、
そうでない人に比べて大脳の聴覚や言語の理解にかかわる部位が小
さいという研究結果が出ています。

また、脳には鏡のような機能があって、目の前にいる人のことば
や行動を無意識のうちに自分でも再現しようとするらしいのです。

「売り言葉に買い言葉」というように、けんか腰で話しかけられれ
ば、こちらもついけんか腰で返してしまいますよね？ その逆に「君
ならできるよ」とか「君の笑顔は素敵だね」などと言われれば、自
然と「自分はできる」という気持ちになったり、ずっと笑顔でいよ
うと思ったりするはずです。

自分で自分に話しかけることばで自分のマインドを変えていくと
いうセルフトークを英会話に応用してみようというのが本書の提案
です。自分に、あるいは話し相手の外国人（英語が話せる日本人で
ももちろんOK）がいると想定して英語で語りかける。これを時間が
許す限り、生活の中のありとあらゆる場面で実行する。お金も相手
もいらない、実にシンプルで応用範囲の広い英会話上達法です。

実際、英語のセルフトークをしていると、どんどん脳内が英語モー
ドになってきます。そうなってくればしめたもの。基礎ができてい
る日本人はやがてきちんと話せるようになります。あとは実際にネ
イティブ・スピーカーや英語を話す外国人とのコミュニケーション
の機会を増やしていけばいいのです。セルフトークは、そのレベル
まで自分を引き上げていくための「練習試合」だと思ってください。

その過程では怪我をしたり、恥ずかしい思いをしたりすることも
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ありますが、「技が決まった！」「勝てた！」といった喜びもありま
す。英語も同じです。力不足で相手を困惑させたり、恥ずかしい思
いをしたりもしますが、「わかった！」「通じた！」といった喜びが味
わえるはずです。失敗したら、またセルフトークで英語力を磨く、
そして実践してみる。これを繰り返しているうちに、英語力は加速
度的に伸びていきます。

英語を使う時間を2200時間になるまで「貯金」すれば、英語は必
ずしゃべれるようになります。これまでの貯金があれば、「あともう
ちょっと」かもしれません。トータル2200時間を目指してコツコツ
と英語のセルフトークを実践し、あなたも「英語が話せる人」にな
りましょう！



〈中 略〉
本 PDFでは 9 – 14ページを省略しています
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 §3　「英語筋」を鍛えよう
 日本語筋 vs英語筋

英語圏の赤ちゃんも、ただ聞いているうちに突如として英語を話
せるようになるわけではありません。「あー」「うー」といった母音
だけの音（クーイング）や「ばぶばぶ」といった子音も含めた多音節
の音（喃語）を発することで、声帯や口の筋肉を鍛えているのです。
そして、その音の羅列が意味と結びついたとき、ことばとして定着
し、それを口に出す練習をすることで自分の語彙として自在に扱え
るようになっていきます。

日本語と英語ではしゃべるときに使う筋肉が違います。日本語は
ほとんどの音節が母音で終わり、くちびるや舌を使って音を出す必
要があまりありません。英語は日本語よりも口まわりの筋肉やくち
びるや舌を大きく動かし、息も強く吐き出す必要があります。

まずはアナウンサーか声優にでもなったつもりで、口のまわりの
筋肉や舌の筋トレをしてみましょう。

 「英語筋」をトレーニング

では、実際に英語筋アップの顔ほぐしトレーニングをやってみま
しょう。トレーニングというより、ふだん使っていない顔の筋肉を
動かして、英語の発音がしやすいように顔ほぐしをしていきます。
できれば前に鏡を置いて、英語のネイティブ・スピーカーになった
つもりで口を大きく使って練習してください。
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1. 思い切り口を開け、目を見開く。そのまま 5 秒間キープ。

2. 顔の中央に全部のパーツを集める。そのまま 5 秒間キープ。

3. 口を開けたまま、のどを広げて 10 秒間「あー」と言う。口の中
にたまごが丸ごとが入っている感じで、口を大きく開けてください。
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4. 口角を思い切り横に広げて、10 秒間「いー」と言う。ほっぺた
が痛くなるくらい広げると効果があります。

5. くちびるを思い切りすぼめて10秒間「うー」と言う。ろうそく
を吹き消すときの口の形でくちびるに力を入れましょう。

6. くちびるを閉じて力を入れて、するどく「んまっ」と言いなが
ら口を開く。これは m の音の練習です。これを 7 回繰り返す。




