
Title English Contents

1 英語貴族と英語平民 Practical English and Japanglish 実戦英語とは？

2 英語貴族になるイメ

ージトレーニング

Image training for “English 

Celebrities!!”

なりたい自分、それが大切

3 生活のすべてのこと

は英語にできる

English is everything in our life! 生活英語のドッキング

4 平民から貴族へ、平

民英語玉砕記録

Up from the JAPANGLISH, 

lessons learned!

日本人の間違い大公開

5 平民から貴族へ、貴

族への階段 

Steps  for “English Celebrities!!” 貴族になったその秘訣、実は

・・

6 　オーラルコミュニ

ケーション体験

Experimental development in 

Oral　communication

世界でもっとも価値ある授業

、それは？

7 良い英語、そしてず

ば抜けていい英語に

！

Good 

良いからExcellentずば抜けた

へfrom “Good English” to 

“Excellent English”

日本にいながらにして、外人

をうならせた英語

8 英会話ジム実戦コミ

ュニケーション　語

学学校でのインタビ

ュー１

The communication exercise, 

the interview at the language 

school 1 

実際に英語の秘訣を聞いてみ

よう

9 英会話ジム実戦コミ

ュニケーション　語

学学校でのインタビ

ュー2

The communication exercise, 

the interview at the language 

school 2

ネイティブが指摘、これをや

ってたら絶対ダメ

10 英会話ジム式骨格の

鍛え方

How to develop your  English 

structure

スポーツと一緒足腰が大切　

！！

11 英会話ジム式筋肉の

鍛え方, 

ストックとフロー

How to build up your English 

muscle , stock and flow

貯めてばかりでなく、流す、

これが英語に必要！

12 英会話ジム式筋肉の

鍛え方,英会話アスリ

ート体質

How to build up your English 

muscle , Becoming the English 

Athlete

英語の筋トレのしかたを学び

ましょう

13 英会話ジム式フロー

の作り方

How to develop your own 

English “Flow”

英会話の必須アイテム、フロ

ーとは？

14 英会話ジム式サプリ

と筋肉化とは

How to build up your English 

muscle?　What you need 

further?

筋肉化するためのサプリがあ

るのです

15 英会話ジム式骨格の

仕上げ方、

骨格がどうして大切

か

How we can develop structure 

and maintain your physical 

balance?

骨格こそが外人の頭の中の構

造なのです！



16 英会話ジム実戦コミ

ュニケーション　

ネイティブ専門家か

らのアドバイス　カ

ンヌMIPIM会議

The communication exercise, 

the interview with a real estate 

professional at MIPIM Canne

海外ネイティブとのインタビ

ュー映像

17 英会話ジム実戦コミ

ュニケーション　

ネイティブ専門家か

らのアドバイス　世

界的不動産トピック

を語る　カンヌMIPI

M会議

The communication exercise, 

the interview with a real estate 

professional & talking global 

topics in Real Estate in English – 

from  MIPIM Canne

業界の話題を英語で語るコツ

教えます

18 英会話ジム実戦コミ

ュニケーション　

不動産状況を語ると

き、適切なワードチ

ョイスを学ぶ　カン

ヌMIPIM会議

When you talk about real 

estate…definitely need to use 

correct word – from  MIPIM 

Canne

最近の動向、経済情勢、ビジ

ネス必須のトピックをどうや

って語るか？

19 英会話ジム式骨格の

仕上げ方、

バランスとは何か？

How we can develop and 

maintain your physical balance?

伝わる英語にするコツ、バラ

ンスを伝授します

20 基本練習　SV時制条

件反射1

Basic training, verbs tense, 

super quick reaction

ペラペラの人の頭の中、その

構造を大公開

21 基本練習　SV時制条

件反射2

Basic training, verbs tense, 

super quick reaction　2

英語の反射神経を鍛える？と

は・・・？

22 基本練習　ワードチ

ョイス

Basic training, word choice これまた無くてはならない基

本テク、ワードチョイス

23 スピーチメソッド概

要

The over view of Speech 

method

必ず話せるようになりたい人

、必見

24 インタビュー1 Practice, learn tips for English 

improvements via interviewing

実際に外人と英語でコミュニ

ケーションしてみましょう

25 インタビュー　2 Practice, learn tips for English 

improvements via 

interviewing　2

英語の聞き方、ヒントを教え

ます

26 スピーチメソッドの

注意点

The points of speech method 人前で英語で話す、コツがあ

るのです

27 ワードチョイスと表

現方法　FBから

Improve your word choice and 

expressions, from FB posts 

これを英語で言ったらどうな

るの？特集です

28 ネイティブ講師との

良好な関係の築き方 

 How to develop good relation 

with native teachers

英語上達に不可欠、ネイティ

ブ先生をどうやってゲットす

29 文法フォローアップ

、現在形の仲間

Grammar follow up, how you 

can express present tense

必要最低限の文法を確認

30 現在形、将来の言い

方、仮定法、過去グ

ループ

 Present tense, Future tense, 

subjunctive mode, past tense

ここまでやっておけば大抵の

会話はできる！！


