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英語学習アプリ
『英しゃべ』フル活用
TOEIC895点取った英語学習法！

■今までより、簡単に効率的に英語学習
■だれでも使えるiPhoneアプリを活用
■１日２０分からできる！
■どの英語レベルでも成績向上を示した
方法を応用

アプリは無料で体験できます！「英しゃべ」で検索！
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こんにちは、英語学習アプリ『英しゃべ』のコンテンツ制作を担当させて

いただきました住吉敏治です。おかげさまで、最近は体験者の方から「今ま

で聞き取れなかったネイティブの英語がよく聞き取れるようになった」 

「内容が面白いのでこれなら続けられる」と本当にありがたいメッセージを

多数いただけるようになりました。ありがとうございます。 

 

独自の学習法で、片手間で TOEIC895 点を取得 

 

私は、留学や英会話学校に数十万、数百万円のお金をかけることなく、日

本で生活しながら英会話を独学でマスターしました。しかも、当時は、外資

系企業に勤めていたものの、国内担当の営業マンをしていたので、毎日、毎

日、携帯電話が鳴りっぱなしの状態で、勉強できる時間は移動時間、通勤時

間等ほんのわずかでした。 

 

しかし、自分のやりたいマーケティング部門に配属されるには、ある程度

の英語力は必要です。そこで、自分なりに短時間でも成果のあがる勉強方法

を考え、取り組む必要があったのです。 

 

詳細の学習方法については後ほど説明しますが、幸い、色々試行錯誤した

結果、独自の学習方法を見つけ出し、英語力を急速に伸ばすことに成功しま

した。その甲斐もあり、念願のマーケティング部門に異動し、今ではアメリ

カ本社に対して対等に交渉できる英語力が身につきました。 

 

未だに留学も英会話学校も行ったことはありません。でも、忙しい仕事の

合間に片手間で受けた TOEIC 試験で 895 点を取ることができました。 

 

独自の学習法を 3000 人以上に広める 

 

そこで、自分が取り組んできた独自の英語学習法を「留学なし英会話学校

なしで TOEIC845 点取った英語学習法」（当時のスコアが 845 点だった）と

してまとめ、インターネットで公開、当初は、こんな勉強方法みんなやって

いるのかな？とあまり自信がなかったのですが、累計で３０００人以上の

方々に勉強していただき、特にヤフーオークションにおいては、英語教材関

連の商品では、ダントツ日本一の評価をいただきました。 

 

おかげさまで、初心者から上級者まで、実際に成績を急上昇させた方を多
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数輩出することができました。この結果より、私がやってきた学習法が、他

の多くの方のお役に立てるという自信を大いに持ったのです。 

 

一方で、この学習法は、インターネットや PC ソフトを活用し、自分で自

分用の教材を作るスタイルなので、自分にあった教材が見つからない、PC の

操作が面倒で時間がかかるといった、改善の要望をいただいたのも事実です。

そのお客様の要望こそが、この『英しゃべ』アプリの開発に携わらせていた

だくきっかけとなりました。 

 

今でこそ、英語を使った仕事などもしていますが、お恥ずかしい話なので

すが、学生の頃の私は習ったことの飲み込みが悪く勉強でもスポーツでもい

つも苦労していました。中学や高校の試験では回答がまったくわからず試験

時間中ほぼ真っ白な答案用紙をぼんやりとながめているだけということも

たびたびありました。 

 

そんな凡人の私がある「２つのきっかけ」をつかむことで留学も行かず、

英会話学校も行かず仕事の合間を利用しての勉強だけで、英語を不自由なく

使えるようになり TOEIC の自己最高点も 920 点まで伸ばすことができまし

た。 

 

そのノウハウを今回特別にあなたにお伝えしたいと思います。 
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私が英語をしゃべれるようになった、「２大きっかけ」とは？ 

 

時間もないお金もない中で、英語がしゃべれるようになったきっかけは２

つあります。 １つめは、学校方式の文章を読んで理解する勉強方法は、時

間と手間ばかりかかりなかなか上達しなかったため、聞くことに重点をおい

た勉強法に切り替えたことです。 

 

この方法にしてからは、単語力、読解力も合わせ、飛躍的に上達しました。

なぜなら、英語を母国語とするネイティブの人が話すのを聞いていた方が、

私が読むよりはるかに多くの英語に触れることができ、また、イヤホンを耳

に入れておけばどこでも復習できるので、学習の効率が格段によくなったか

らです。  

 

もちろん、しゃべれるようになりたいという目的で、必要な短文を数百以

上暗記するという方法もあります。その方法であれば、聞き取りの練習をし

なくてもしゃべれるようになるでしょう。でも、私は日々使う漢字ですら忘

れて出てこないのに、今さら英語の短文を数百も暗記することはできません

… 

だからこそ、聞き取ること中心に勉強したのです。ただし、通常の英語を

ただ聞いていてもしゃべれるようになりません。ここが大切なポイントであ

り、そのことに気づいたことが、英語がしゃべれるようになった２つめのき

っかけになりました。 

 

しゃべれるようになった今だからわかるのですが、いくらナチュラルスピ

ードの英語が聞き取れても、聞き取ることに精一杯の時は、聞き取れた雰囲

気はあるのですが、頭の中で返答を考える余裕ができず、会話にはなりませ

んでした。 

 

その原因は、聞き取った内容を一時的に保管しておく、「聞き取り時の余裕」

（これを『リスニングマージン』と呼びます）を作るトレーニングをしなか

ったからなのです。 

 

私は、この聞き取った内容を一時的に保管しておく『リスニングマージン』

を作り、増やす学習法を取り入れてからというもの、英語の実力が格段に上

昇しました。この『リスニングマージン』を作り、増やすことこそが、英語

学習において成功するための最大の秘訣だったわけです。 
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リスニングマージンと記憶の関係 

 

『リスニングマージン』とは、あまり聞き慣れない言葉ですが、聞き取っ

た英語を一時保管するパソコンで言う、『メモリー』のようなものと考えてい

ただければわかりやすくなります。 一時保管の後、必要に応じて『ハード

ディスクに保管』＝『記憶』するわけです。 

 

パソコンの場合は、大きいメモリーを買ってきて増設すれば済むのですが、

脳は増設する訳には行かないので、メモリーを増やすためのステップを学習

に取り入れることが必要だったのです。 

 

メモリーが大きくなれば、当然、対応も早く適切になるというのも、パソ

コンと同じでイメージしやすいかと思います。 

 

 

リスニングマージンができるとこんなメリットがあった！ 

 

★余裕を持って英語が楽に聞き取れるようになる 

  ★ＴＯＥＩＣなどの試験中に問題文を聞きながら選択肢を読める 

  ★英語で会議中に、人の意見を聞きメモをとり即座に自分の意見をま

とめられるようになる 

  ★もちろん、普段の会話も普通にこなせるようになる 

 

日本語で話している時はあまり意識しないと思いますが、通常は、相手の

言葉を一時的に保管、並行して自分の意見も考えているからこそ、会話のキ

ャッチボールが成り立ちます。英語を話すときも同じです。 

 

では、誰でも簡単にリスニング力を向上し、『リスニングマージン』を作る

にはどのような学習法がいいのでしょうか？ 

 

それが、『英しゃべ』に採用している学習法『日英訳付き、可変スピードリ

スニング』なのです。 

 

はじめは、日本語訳の助けを借りながら英語をしっかりイメージとして記

憶に残します。 次に英語のみをスロー、ナチュラル、から最大３倍速のス

ピードで、繰り返し聞きます。アプリの学習ステップにしたがってしっかり
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と下準備をした上で、ハイスピードの英語を繰り返し聞くと、ナチュラルス

ピードの英語を聞いた時にとてもゆっくり聞こえます。 

 

このナチュラルスピードの英語がゆっくり聞こえる状態こそが、『リスニ

ングマージン』ができた状態です。このトレーニングを繰り返すことで、聞

き取った内容を一時的に保管し、次の自分の会話を考える余裕が生まれるの

です。その結果、英会話能力が飛躍的に上達、誰でも確実に英語がしゃべれ

るようになるのです。 
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英語教材が面白い必要があるのか？  

 

私は『英しゃべ』に使われているコンテンツの面白さにも徹底的してこだ

わりました。その３つの理由があります。 

 

  ★楽しみながら学んだことは記憶に残りやすい 

  ★先が気になるドラマで勉強が続けやすくなる 

  ★臨場感をもちながら、生の英会話を学ぶことができる 

 

『日英訳付き、可変スピードリスニング』という効果的な学習法で勉強す

る上で、さらに学習効果をあげるには、「楽しい生の英語を使った教材」であ

る必要があったのです。 

 

なぜなら、「英会話を身につけたいのだけれど途中でやめてしまう」「なか

なか長続きしない」こんな声をよく耳にします。なにより、以前の私もそう

でした。 

 

また、私のお客様１０７８人を対象にホームページでアンケート調査もし

ました。その結果、英語学習の悩みは、「なかなか勉強が続けられない」とい

う回答が１位で２８．９％を占めました。  

 

（このアンケート結果は日経流通新聞にも引用されました。） 

 

エンタ･ラボ調べ（1078人にインターネットにて調査） 
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英会話上達を妨げている原因の多くは、こうした学習が長続きしない、つ

まらない教材をつくる、教材制作の側にも責任があるというのが自分の経験

も含めて実感です。 

 

そこで、教材で使われている会話をすべて面白いドラマ仕立てにすること

を決め、コメディー作家として有名な今石千秋さん（放送作家協会所属）に

シナリオをお願いしたところ、快く引き受けていただきました。もちろん、

英会話の録音には正しい英語を発音するネイティブスピーカーの方々を厳

密なオーディショニングにより選ばせていただきました。 こうして、楽し

みながら続けられ、英語がしゃべれるようになる『英しゃべ』の元となるコ

ンテンツが完成したのです。  

 

この私が担当したコンテンツや『日英訳付き、可変スピードリスニング』

といった英語学習法を誰でもいつでもどこでも勉強が続けられるアプリと

いう形で、実現するため、総合プロデューサーとして、筑波大学大学院シス

テム情報系教授の北川高嗣先生、システムプロデューサーとしてアールテク

ニカの古瀬さんと協力し、チーム「日本人全員英語しゃべれる化計画」とし

て、数年の開発を経て英語学習アプリ『英しゃべ』が誕生しました。 
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高機能、英語学習アプリ『英しゃべ』の魅力 

 

では、筑波大学大学院システム情報系教授の北川高嗣先生、アールテクニ

カの古瀬さん、私のチーム「日本人全員英語しゃべれる化計画」で共同開発

した『日英訳付き、可変スピードリスニング』を実現する英語学習アプリ『英

しゃべ』の最大の魅力をご紹介したいと思います。 

 

それは、開発チームが一丸となって、英語学習をするみなさんが、少しで

も簡単に、効率よく、しかも長く学習を続けていただけるように、徹底的に

機能を作り込み、さらには、発売開始後もユーザーの声を丁寧に聞き、改善

を続けている点です。主な魅力をあげると 

 

  ★「日英音声＆スクリプトの切替自由」で、辞書を調べる面倒なし 

  ★「無段階可変スピード再生」で、短期間で英語耳を養成 

  ★「シャドーイングモード」でしゃべる力もしっかり養成 

  ★「ディクテーションテスト」で、確実な上達をサポート 

 

「日英音声＆スクリプトの切替自由」なので、音声を聞きながらスクリプ

トを英語、日本語に切り替えられたり、日本語の音声を聞きながら英文スク

リプトを表示したりできます。この機能で、英文の意味がわからなくても、

ワンタッチで、日本語に切り替えればよく、辞書を引く必要がありません。 

 

「無段階可変スピード再生」は、音声の再生速度を 0.5 倍速のスロー再生

から最大３倍速まで簡単に変えることができる機能です。この機能を活用す

ることでより短期間で『リスニングマージン』を養成し、あなたの英語耳を

徹底的に鍛えることができます。 

 

「シャドーイングモード」は、ユーザーの声を実現する形で、バージョン

アップの際に追加された機能です。英語音声を聞いたら、ポーズが設定され、

その間に声を出してシャドーイングすることで、しっかりとしゃべる力を身

につけることができます。 

 

「ディクテーションテスト」は、私がアプリ開発時から実現を主張した機

能です。ディクテーションのいいところは、あなたの聴く能力を高めるだけ

でなく、書く能力も同時に高められることにあります。聴きなれている英文

であってもいざ、テストをしてみると、冠詞や、前置詞、語順などを正確に
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把握していないものです。これらを正確に理解することによって、正しい英

語、英文法を身につけることができます。 

 

なお、このディクテーションは、耳で聴いたものをさらに目で見て、意味

を文字で表現することから、初級レベルの方だけでなく、上級レベルの方で

も十分効果のある学習法です。少し大変ですが、腰をすえてじっくり取り組

むことによって得られる見返りも大きいです。 

 

それでは、次のページからは、この『英しゃべ』の機能をフル活用した具

体的な学習法をステップにわけて紹介したいと思います。まだ、アプリを入

手してない方は、iPhone の App Store で『英しゃべ』と検索すれば、ダウン

ロードできますので、ぜひ、お試しください！ 

 

■参考：アプリを検索する方法 

１）iPhone の App Store のアイコンをタップ 

 

 

２）画面下の検索をタップ、画面上の検索窓に「英しゃべ」と入力 

 

  

１）検索をタップすると

この画面になります。 

２）検索窓に「英しゃべ」

と入力し検索すれば、

英しゃべのページが

見つかりますので、そ

こから、アプリが無料

でダウンロードでき

ます。 
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『英しゃべ』フル活用おススメの勉強法 

 

まず、初心者におススメの勉強方法を５つのステップにわけて紹介します。 

 

■ステップ１：日本語で概要を把握 

 

日本語スクリプトを見ながら日本語音声を聞いていただき、話の概要をつ

かんでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このステップは、話の概要が把握できれば OK ですので、あまり、時間を

かける必要はありません。英語がある程度わかるよという方は、飛ばしてい

ただいて結構です。 

  

スクリプトを日本語に設定 

音声を日本語に設定 

スピードを 1.0倍速に設定 
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■ステップ２：スローから、標準スピードで英語を把握 

 

英語音声をスロー再生、英語スクリプトをみながら、英語でどのような表

現が使われているのかを把握してください。もし、英語の意味がわからなけ

れば、スクリプトを日本語訳に切り替えて確認すれば OK です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんとなくでも聞こえるようになってきたかなぁと思ったところで、再生

スピードを上げてみてください。はじめは、速く聞こえると思いますが、次

のステップ３をある程度こなしてから、１倍速を聴くと、必ず良く聞こえる

ようになるので、驚きます。 

 

  

スクリプトを英語に設定 

わからないときは、即、日本

語に変更すれば OK! 

音声を英語に設定 

スピードをスロー（1.0倍以下）に設定 
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<Memo> 

■ステップ３：「無段階可変スピード再生」で、英語耳を短期で養成 

 

英語の内容がなんなくでもわかるようになれば、どんどん再生スピードを

上げてください。できれば、1.5 倍速から 2 倍速あたりがおススメです。画

面を見ることができれば、英語スクリプトを表示してください。もし、通勤

中、運転中とかであれば、音声のバックグラウンド再生機能で、繰り返し再

生してしっかり聞きこんでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考：バックグラウンド再生（画面が消えても再生）にする方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクリプトを英語に設定 

音声を英語に設定 

スピードを２倍速を目安に設定 

動作設定を選択 

バックグラウンドで 

動作を選択 
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<Memo> 

★ステップ４：「シャドーイング」でしゃべる力を確実に養成 

 

繰り返し英語を聞きこんで、自信がついてきたら、次は、シャドーイング

モードにして、英語音声の後にしっかり声を出して、耳にした英語をしゃべ

ってください。意外と、「あれ！？なんだっけ！？」となったり、自分が思っ

ていた以上に、声を出すのが遅れたりすると思いますが、後で、確実にチェ

ックする機能があるので、この時点では気にせず、どんどん声をだしていた

だいて大丈夫です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しゃべれるようになるというステップにおいては、このステップは非常に

重要になりますので、はずかしがらず、大きな声で、しっかり声をだして取

り組むことをおススメします。 

  

また、このステップで、中上級者の方は、音声は英語のままで、スクリプ

トを日本語にしてみてください。そうすることで、瞬間的に英作文をする能

力が飛躍的にアップしますので、ぜひ、お試しください。 

 

 

スクリプトを英語に設定 

音声を英語に設定 

シャドーイングモードに設定 

イエローのバーが消えるまでに 

英語を声にだしてしゃべってく

ださい 
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<Memo> 

★ステップ５：「ディクテーションテスト」で、確実に英語力をアップ 

 

最後に、ディクテーションテストがありますので、チャレンジしてくださ

い。ここまで来ても、テストしてみると意外と聞き漏らしている、単語があ

ることに気づくと思います。ディクテーションは、『リスニングマージン』を

養成する上でも、確実に英語を聴きとれる力を身につけるためにも非常に重

要なステップになりますが、ぜひ、気軽に、ゲーム感覚で楽しみながらやっ

てみてください。 

 

もし、ディクテーションテストが、思った以上にうまくいかない場合は、

まだまだ、聴く時間が足りてない可能性があるので、ステップ２まで戻って、

もういちど英文スクリプトを見ながら、スロー再生で聞くことをおススメし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、とても簡単ですが、学習のポイントを５つのステップに分けて説明

しましたが、このアプリをフル活用することで、あなたのレベルにあった、

最適の英語学習ができることに気づいていただけたかと思います。 

 

ぜひ、この５つのステップをこなした後に、標準スピードの英語を聞いて

みてください。自分でも驚くほど、聞き取れるようになっていますよ。  

聞こえてきた音声を 

タッチ＆スワイプで、 

並び替えます。 
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<Memo> 

この英語力が短期で上達する秘訣を抑えた、様々な機能が充実している

『英しゃべ』アプリですが、全２７話中、なんと、１－３話までは無料で体

験できます。『日英訳付き、可変スピードリスニング』の効果を確実に実感し

ていただけるものと思います。 

 

まだ、アプリを入手してない方は、iPhone の App Store で『英しゃべ』と

検索すれば、ダウンロードできますので、ぜひ、お試しください！ 
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<Memo> 

すでに１２，０００人以上の人が体験！『英しゃべ』の評価は？ 

 

アプリストアにアップされているコメントを選んでみました。バージョン

アップを重ねることで、おかげさまで非常に高い評価をいただいています。 
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<Memo> 

英語は絶対にマスターできる 

 

以上のように、英語学習アプリ『英しゃべ』には、誰でも楽しみながら効

率よく英語力が向上できる学習ノウハウと楽しく勉強を続けていただける

工夫が詰まっています。 

 

２０代、３０代、それ以上の方でも、年齢や性別問わず、英語力を伸ばし

て成功したいと考えているビジネスマン、ビジネスウーマンに自信を持って

おすすめいたします。このノウハウを元に勉強を続ければ、あなたも留学や

英会話学校にいかなくても、たとえ、忙しくても、時間がなくても、１日に

２０分だけ確保していただければ、英語は必ずマスターできます。 

 

そして、効果が実感できたり、いい結果がでた時には、ぜひ、アプリのコ

メント欄に評価を入れていただき、ご報告をお願いいたします。私はもちろ

んのこと、アプリ開発メンバーの心の支えになりますし、貴重なご意見はさ

らなるバージョンアップの参考にもさせていただきます。 

 

私自身も、海外で暮らした経験もないし、英会話学校に通う時間もお金も

ないところから、独自の英語学習法で勉強し、英語がしゃべれるようになり、

今では、仕事でもフル活用しています。 

 

今後も、一人でも多くの方が私と同じように英語が上達してほしい、少し

でもそのお手伝いができたらいいなというのが願いです。 

 

今回、英語学習アプリ『英しゃべ』が、あなたにとって少しでもお役に立

てれば本当に幸いです。 

 

それでは、これから一緒にがんばっていきましょう！ 

 

住吉敏治 

 

  


