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洋書やWSJが 2日で読める 
英語最速理論®特訓 
ご案内-Q＆A、ご感想 

この度は、「洋書やウォール・ストリート・ジャーナルが２日で読める TORAEL英
語最速理論特訓」にご関心をお持ち頂きまして、誠にありがとうございます。本資料
では特訓のご案内、受講にあたっての Q＆Aご感想を掲載いたします。 
英語最速理論では、なぜ短期間に飛躍的な効果を出せるのでしょうか？ そして受

講可能レベルはどのぐらいでしょうか？ これまで数多くのご質問を頂きました。そ
の中から受講を考えている皆様が一般的にお持ちになる疑問・質問について詳しく解
説いたします。 
TORAEL英語最速理論特訓は、日本に入ってこない海外情報の大量インプットを

可能にし、不安定なビジネス環境で確かな情報を掴み、短期～長期の成長をお約束す
る、TORAELが提供する最高の講座です。 
受講後、海外 IT事情についての書籍を何冊も出版し NHKや TEDにご出演された

方、大手 IT企業で部長に昇進された方や大手コンサルでマネジメント職に就かれた方
もいます。あなたが成功を望むなら、今すぐお申込ください。 
 

       実績一部抜粋        快適な TORAEL東京教室での特訓 
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Q.  どうして２日間で洋書やウォール・ストリート・ジャーナルが読めるのですか？ 
 
A. 日本人が知らないシンプルな英語の原則をマスターするので短期間で習得できます。
日本語で言うと助詞『て、に、を、は』に当たる英語の仕組みを完全に理解します。
『て、に、を、は』が僅かしかないように、英語の『て、に、を、は』にあたるもの
も僅かです。ですから２日で理解できます。 
 

Q.  2日間の特訓後、どのようにウォール・ストリート・ジャーナルが読める様になりま
すか？ 
 

A.  中学生が初めて日経新聞を読むのと同じ感覚で読めるようになります。 
   その感覚を日経新聞の記事でイメージするとこのようになります。 
 
【例】『24日後場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は一時、上げに転じた。』 
 
専門用語が混じっているので、中学生が読むとこのように見えます。 
『24日●●●●●●の東京●●●●で●●●●●●は一時、上げに転じた。』 
     ↑時間  何を売っている市場？ 何？ 
 
最近のコンピューターは便利ですから、マウスオーバー・ディクショナリーを起動さ
せてマウスを近づけると意味が表示されます。すると即座に理解できます。 
 
『24日後場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は一時、上げに転じた。』 
 
 
 
２日間の特訓後は上のようにウォール・ストリート・ジャーナルが読めます。 
 
理解できるのは『て、に、を、は』の仕組みを完全に理解できているからです。もし
『て、に、を、は』が分からず順番も理解できない場合は理解できません。以下のよ
うに単語の意味は全て分かるのに文の意味は全く分かりません。これが受講前の状態
です。 
 

『転●●後場寄り付き●24日 日経平均株価● 一時 上げ●東京株式市場●』 
 

■ コンサルティング会社役員 30代女性ご感想 
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午後の取引で売買が初
めて成立した状態 
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Q.  英文を読むときに前ページのようにマウスオーバー・ディクショナリーを使っていま
す。日本語では分かるのに英語では理解できないのは何故ですか？ 

 
A. 主語、述語や修飾語などの役割を仕分けることができないからです。 
 
意識していませんが、我々の脳は助詞『て、に、を、は』や順番などを使って、瞬間
的に主語、述語、修飾語などの役割に仕分けています。 
 
『24日後場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は一時、上げに転じた。』 

 
後場寄り付きの → 修飾語（いつの） 
株式市場で → 修飾語（どこで） 
日経平均株価は → 主語（何は） 

 
助詞を伏せ字●にすると主語、述語、修飾語に仕分けできません。すると意味が全く
分かりません。 

 
『転●●後場寄り付き●24日 日経平均株価● 一時 上げ●東京株式市場●』 

 
主語、述語、修飾語などの役割に仕分けできないことは、意味不明と同じことです。 
 
ウォール・ストリート・ジャーナルの記事の単語を全て調べても理解できない
のは、長い文を、主語、修飾語や述語に仕分けることができないからです。 
 
ですから、英単語を１万語覚えるより、主語、述語、修飾語に仕分ける力を磨く方が
遥かに大事です。この原則は英会話でも当てはまります。相手が話した言葉をスピー
ディーに主語、述語、修飾語に仕分けることができなければ全く聞き取れません。 
 

■ 保険会社事務 50代女性 ご感想 
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Q.  なぜ、中高大と 10 年間も勉強したのに、ウォール・ストリート・ジャーナルが読めな
いのでしょうか？ 
 

A. 英語の『て、に、を、は』にあたる、前置詞、接続詞やコンマの仕組みをきちんと理解
していないからです。なぜきちんと理解していないかというと、現代ビジネス英語に特
有の、前置詞、接続詞やコンマの用法を学校では教えていないからです。 
 

Q.  学校で教えていない用法にはどのようなものがありますか？ 
 
A.  学校で教えていないものの一つにコンマの用法があります。学校ではコンマの用法を殆
ど教えません。英文法書における記載も僅かです。巻末の付録に少し載っているぐらい
です。それに加えて現代ビジネス英語と教科書の例文は掛け離れています。 

 
実は、コンマの用法は奥深いものです。コンマの使い方に関するハンドブックまで出版
されています。ニューヨークタイムズ・ベストセラーや1000 万部ベストセラーもあり
ます。それだけ英語圏の人にとってもコンマの正しい使い方は重要なのです。 
 
コンマは現代ビジネス英語を読む解く鍵です。9割以上の文章に出てきます。しかし、
日本の英語教育を受けた人は、その用法の大半を知りません。そのため単語の意味が全
て分かったとしても文章がぶつ切りになって意味不明となります。 
 
『転●●後場寄り付き●24日 日経平均株価● 一時 上げ●東京株式市場●』 
 
『Even as Chinese boats continue to hover near the contested territory, called 
Senkaku in Japan and Diaoyu in China, top diplomats from the two nations held 
their second official meeting this month earlier this week, a senior Japanese 
official said Wednesday.』 The Wall Street Journal October 24, 2012 
 
上のWSJ記事中の単語はそれほど難しくありません。しかし３個のコンマが理解を妨
げていて文章がぶつ切りになって意味不明です。TORAEL の特訓では統計的によく出て
くるコンマの用法に習熟します。すると受講後は上のWSJ記事がシンプルな文章に見
えます。その結果、どんどん読み進めることができるようになります。 
 

■ プロビティ・グローバルサーチ株式会社代表 高藤悠子様 ご感想 
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Q.  受講可能レベルはどのぐらいでしょうか？ 
 
A.  英検準２級～、TOEIC 500～を基準としています。学校や受験時に一度でもそのレベル
に達していれば大丈夫です。前置詞や To不定詞などの基本的な使い方を思い出すことが
できれば、ついていくことができます。 

 
Q.  単語をあまり知らないのですが、大丈夫でしょうか？ 
 
A.  大丈夫です。 
ウォール・ストリート・ジャーナルなどの現代ビジネス英語を分析すると、文章の 80％
は中学・高校で既に習った 1500語で占められています。1500語はニュース英語を理
解するために必要な 8000語の約 20%です。つまりビジネス英語における英単語の分布
で 80:20の法則が成り立っています。 

 
Q&A冒頭の新聞記事で 20%の単語が分からない状態は以下です。『て、に、を、は』が
分かれば、はっきりと意味が分かります。ですから 1500語で読めます。もちろん単語
を沢山覚えている方が楽ですので、特訓では単語の楽な覚え方についても説明します。 

 
『24日●●●●●●の東京株式市場で日経平均株価は一時、上げに転じた。』 

 
経済記事を読み慣れている人であれば、●●●●●●に『前場、後場、寄り付き、前引
け、大引け』などの言葉が入ることは容易に類推できることでしょう。ですから、特訓
後は、あなたの専門分野の英文記事がクリアに理解できることに驚くはずです。 

 
 

■ NJC日本事務器、高橋茂様ご感想 
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 Q. どのようにしたら膨大な量の単語を覚えられるのでしょうか。 
  
A. 単語を覚えることを飛躍的に簡単にする２つの方法を特訓ではお教えします。そのヒ
ントは母国語である日本語の習得過程にあります。 
 
【方法１】 
今まで分からない日本語を覚えるために『単語カード』を作ったでしょうか？  
たとえば冒頭の新聞記事ではどうでしょうか？ 

 
『24日後場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は一時、上げに転じた。』 

 
テストでも無い限り『後場寄り付き』『株式市場』『日経平均株価』の意味を単語カー
ドに纏めて暗記した人は少ないはずです。読んでいるうちに覚えてしまいます。 
 

なぜ覚えられるかというと言葉の仕組みを知っているからです。『て、に、を、は』の
使い方に習熟しているので、中学生でも意味を調べれば記事を深く理解できます。深
く理解した単語に何度か出会うと忘れません。 
 
つまり『て、に、を、は』などの『言葉をコントロールする言葉』は言語学習を飛躍
的に簡単にします。単語帳を作っていないのに大人になれば 10万語を理解できるの
は、言葉をコントロールする言葉を完全に理解しているからです。 
 
日本語の単語 
『て、に、を、は』の使い方を熟知 → 深く理解 → 似たパターンの文章を何度も読む
（多読）→暗記→ 単語カードは不要→10万語を理解 
 
英単語 
英語の『て、に、を、は』を曖昧に理解→もやもや感→外国語なので殆ど読まない→
覚えない → 単語カードが必要 → 単語カードに記載したものは覚えにくい 
 

 単語を簡単に覚える方法１ 
言葉をコントロールする言葉、英語の『て、に、を、は』にあたるもの、前置詞、接続
詞、コンマの使い方、をしっかりと理解して多読する。 
 
【方法２】 
英単語は漢字と似ています。200個の部首で漢字が構成されているように 200個の接
頭語、接尾語、語幹などの構成要素で英単語は成り立っています。まず 200個の構成
要素を覚えると 8000語を覚える労力は 40分の１となります。 
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Q. どのようにしたら膨大な量の単語を覚えられるのでしょうか。 
A. 英単語を覚える方法２：英単語は漢字と似ています。200個の部首で漢字が構成され
ているように 200個の接頭語、接尾語、語幹などで英単語は成り立っています。 

「魚」に「弱」と書いて、「鰯」「いわし」を覚えたように楽に英単語を覚えましょう。
特訓では英単語の構成要素早見表を配布します。 

Q. 英会話はできるようになるのでしょうか？ 

A. WSJの読み方を学んだ後に多読すれば確実に上達します。同時通訳者のような「英語
を話すプロ」たちの最高の勉強法は「読む」ことです。徹底的に英語を読むことが英語
を話す技術を磨くための究極の方法です。 

アル・ゴア米元副大統領やノーベル平和賞受賞ダライ・ラマ 14世など一流講演家の同
時通訳者である関谷英里子氏の著書｢えいごのつぼ｣P123「多読は英語上達の鍵」より
引用します。 

『私は、英語の読み書きはできるんですけど、話すのが苦手なんですよ......」 という方が
いますが、厳しい言い方をすればそういう方の多くは読んでもいないし、書いてもいない
のです。話したいからと言って、英文を読むことをやめないでほしいのです。読書して、
インプットがある程度ないと、アウトプットもできません。英語を身につけている人の多
くは、読書好きです。読むことは語学の基本なので、軽んじないでほしいと思います。  

～～中略～～ 

好きでもないミステリーをわざわざ読む必要はありません。それよりは『The 
Economist』を通勤電車で読んでみましょう。』 

読む量の決定的な不足が「聞けない」「書けない」「話せない」の直接的な原因となって
います。大事なことをやっていないので、なかなか英語力が上がらないのです。まず、
読む量を増やすと確実に聴ける様になります。TORAELの特訓でも大量に読む練習を
した後の２日目に、WSJや CNNのビデオポッドキャストや NHKビジネス英語の会話
が聞こえてきた、との声も頂いています。 
■ 商社管理職 堀之内誠様 ご感想 

英語はシステマティックに勉強すれば「筋トレ的」な努力で今からでも理解力がのびるということを
実感しました。Financial Timesの知的な表現方法を知ることができました。洒落た英文を書くため
のネタに使えると思う。̶ その後、Financial Timesの記事のロジックや表現を真似して海外の取引
先にプレゼンしたところ、高い評価を得て商談もうまくいったとの報告を頂きました。(TORAEL追
記) 
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Q. 特訓の様子を教えて下さい。 

A. 次の通りです。 

【Day 1】 

10：00～10：15 

講座の目的、自己紹介、ニュース英語とは 2日間と長丁場なので差し支えない範囲で自
己紹介をして頂いています。各分野のプロフェッショナルとの知的交流もこの講座の魅
力の一つです。 

10：15～12：00 講義：コード３,５,７理論編 

極めてシンプルな英語のルールを３種類の英語を読み解く鍵（コード）に分けて解説し
ます。これは統計学的に導き出した英語の９５％を支配する５％の英語のルールです。 

（注）コードとはプログラムや暗号という意味です 

13：00～15：10 演習：コード５①「２つのコンマ」 

午後から多くのケースに対応できるようにパターン化した英文についてコード３,５,７を
使って解読していきます。 先ずコード５①「２つのコンマ」の様々な用法に取り組みま
す。頻出度４０％。名前や会社などの補足説明に使われる「２つのコンマ」は簡単に習
得できて速攻で役に立ちます。  

この頃から笑みがこぼれ出します。「脳が気持ちいい感覚」です。しかしこれから問題を
あと８０問解かねばなりません。大半の受講者は休憩するのも忘れてひたすら解き続け
ます。ランダムに当てられて答えなければならないので気が抜けません。脳がヒートア
ップする感覚がして実際に熱くなります。 

15：20～17：00：コード５②「コンマと接続詞が絡むブロック構造」の練習 

情報を整理するロジックが日本語と酷似していることを体得します。コンマが限りなく
日本語の「｡」に近いことに新鮮な驚きを感じることでしょう。 ４時間分の宿題を確認
して１日目は完了です。 

■ 大手コンピューター企業勤務 30代女性ご感想 

久しぶりにガッツリと勉強をしました。問題をすすめて行くうちに、言葉ゲームにすっかりハマってしまい
時間のやりくりが大変で寝不足になりながらもとても楽しく取り組めました。ありがとうございました。読
むスピードはスパルタな宿題のおかげで後半はかなりスピードアップしました。まずは 100日フォローア
ップを頑張ります。 
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Q. 特訓の様子を教えて下さい。 

A. 次の通りです。 

【Day 2】 

10：00～12：00コード５③前置詞説明と演習 

このセクションは特訓で一番苦しむところです。英和辞書だと４?５番目に出てくる意味
が、実際にビジネスで使われている英語では多用されています。コンマと組み合わせた場
合の解釈が受講生によると「目から鱗」となります。 

13：00～14：10 コード５④コンマ ing説明と演習 

学校英語では「分詞構文」と呼ばれる構文です。 

沢山考えて練習をした結果がこの時間帯に現れてきます。多くの参加者が「突き抜けた
感」を感じ始めます。  

「な～るほど。受験のときはこの ingがどこにかかるのだろうと前の文章を探し始めるの
ですよね。それが無駄だったことがよく分かりますね。こう処理してスパッと切って次に
進めるってことですね。早く教えてくれよ?。今まで相当な時間を無駄にしていますね。」
（笑）４大新聞幹部社員 

14：20～15：30 コード５⑤コンマ関係詞説明と演習 

特訓当日のWSJ, The Economist, Financial Times, New York Times等から興味のある
記事を自分で選んで読み皆の前で発表します。驚くことに受講前は全く読めなかった方が
堂々と発表されます。日本のマスコミではお目にかかれないバラエティーに富む内容で
す。個々人の専門分野の体験を踏まえたコメントを交えて発表されます。講師も聞き入る
ことがしばしばあります。  

15：40～16：10【感想のシェア】 

「コード５は使えますね。自分で選んだ記事ですぐに使えて感動しました。」金融機関若
手社員  

「２日間、楽しかったですね。脳が喜んでいる感じ。」「今まで The Economistと New 
York Timesとか全然読んでいないので、知らない、触れてない世界が広がった感じで
す。凄く身近になった。」女性経営者  

「単語が分からないと思考停止になっていたのですけど、なんとか分からないなりに最後
まで読んでいこうかな、という感覚になりました。ここは読まなくても、分からなくても
括弧でくくってしまえば骨格が見えてくるので、対応ができますね。」会計事務所女性 

16：10～16：50英語の楽しみ方、iPad時代の英語学習法 

音声を読み上げてくれる無料ツール、英作文で文法の誤りを指摘してくれる無料ツール、
単語帳自動作成ツール、洋書音声のダウンロード方法等、知っていると学習が加速するツ
ールをご紹介します。 
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Q. 特訓後はどのような形で業務に活用されていますか？ 

A. 業務に直結する形でスキルを生かされる方が多いです。以下は受講生実績の一部です。 

1. ”Steve Jobs”原書を読み始めた方（マーケティング会社経営 40代男性） 

 
2. マーケティングのジェイ・エイブラハム氏の原書や英文記事を読んでコンサルティン
グに活用 

3. 人材コンサルタントの方では、”LinkedIn”の最新専門書で業務に活用 

4. ウェディングドレス製作会社のデザイナーで海外ドレス専門書を速読 

Q.海外大手マスコミとの関係を教えて下さい。 

A.海外のハイクオリティ-な報道を広めるために代表の竹末が講演・対談を行っています。 

    
  WSJ東京総局長 Jacob Schlesinger氏 The Economist東京支局長 Henry Tricks氏 

  
 ロサンゼルスにて講演 
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■ 難しいと思っていた英文の構造が実はシンプルだと分かり、英文に対する抵抗感が
少なくなりました。英文を読むスピードは 3.5 倍になりました。また講座では web
上の辞書機能やキンドルの使い方など、簡単に英語を読むためのテクニカルなツー
ルも数多く教えて頂けて大変参考になりました。受講後、以下のようなご報告を受
けました。̶ この講座のおかげで洋書を読破できるようになったり、海外ニュー
スをチェックするようになるなど、世界中から情報を集める事が出来るようになり
ました。（プロビティ・グローバルサーチ株式会社代表 高藤悠子様） 

 
■ 英文の読み方のコツを教えていただき大変参考になりました。あとはもう少し自身
で練習が必要ですが、読んでみたいものがたくさんあるので必ず目的は達成したい
と思います。英語に対しての苦手意識を克服する為に洋書読解はMUSTであり、そ
の大いなる手助けをしていただき嬉しく思って降ります。帰りに渋谷の BOOK1st
で洋書を買って帰ります。Wedding業界の最先端に行けそうな気がしてきました。
(ウエディングドレスブランドＡｒ．ＹＵＫＩＫＯデザイナー�ミスインターナショ
ナルとミスワールドのジャパンオフィシャルデザイナー、西村有紀子様) 

 
■ 英語は非常にシンプルでわかりやすいこと。今度は英語を読めるだけでなく話せる
特訓もシステム化お願いします。 (お菓子会社経営 40代男性) 
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■ Financial Timesの知的な表現方法を知ることができたこと。洒落た英文を書くための
ネタに使える。英語はシステマティックに勉強すれば「筋トレ的」な努力で今からでも
理解力がのびるということを実感したこと。教え方が統計的な裏付けによる信頼性があ
ること。(商社管理職 堀之内誠様) タイトスケジュールでしたので宿題と講座の時間配分を見直しました
（TORAEL） 

 
■ 感覚的に理解している英文をしっかりと把握したい。海外の最新情報を読み解きたいと
思い参加させていただきました。何となく読めていたという状態から論理的にわかると
いう状態になることができました。覚える理論を最小限として最大の効果を生み出すメ
ソッドだと感じました。コード７で使用される接続詞、前置詞、関係詞等の一覧がある
と実習の助けになると思います。（ホームページ制作会社代表、30代男性） 

ご要望ありがとうございました。一覧を追加しました。（TORAEL） 

 
■ 文章の骨格を法則にもとづいて区切ると迷わず内容の細部まで理解していくことができ
ることを覚えられてうれしかった。読むスピードは３倍に（50代主婦） 
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■ 英文を骨組みと付け足しに分けて理解することが、英文理解を容易にすることを体得し
た。２日間私にとっては長丁場で疲れました。しかしその価値はありました。読む速度
は３倍に(幼児教育会社経営者 60代男性) 

 
■ 英語を読めるという実感がすぐつかめました。驚きです。読むスピードの変化ですが、
受講前は翻訳サイトや辞書を使う時間が長かったので比較にならないです。（NJC日本
事務器、高橋茂氏） 

 

 
. ブロック構造で仕分けすることで文章全体が見えるようになって来ました。読む速度は
３倍に。（大手コンピュータ企業勤務 30代女性） 
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. 最少の努力で最大の効果を得ました。そのためのデジタル機器の活用法について教えて
いただきました。人数と時間配分がちょうどよかったです。読むスピードは１．５倍に 
(医療機器メーカー、管理職 50代女性) 

 

 
. ビジネスシーンでの特有の言い回し、表現方法が興味深かったです。ケニーさんが沢山
のことを幅広くご存知で刺激的でしたし、日本語しか読んでいない自分は狭いなぁ～と
実感。類推できる単語パターンなどをもう少し聞いてみたいです。（人材企業 30代女
性） 
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. 今まで単語ばかりを追いかけていたので、文章の仕分けの仕方がわかり大変勉強になり
ました。英文を読むスピードは２～３倍になりました。（大手コンピューター企業勤務
30代女性） 

 

 
. 今まで意識していなかった所が重要であることが理解できた。（大手コンピュータ企業
勤務 30代男性） 

 
（ご指摘ありがとうございました。改善しました。TORAEL） 

 
. 短時間で濃くトレーニングでき集中できた。「これだけ頭に入っていれば易しい」とい
う言葉により勇気づけられた。自分の英語レベルでも(FT/WSJ は)何とかなりそうだと
感じた。英文を読むスピードは 2.5 倍になった。（セミナー企画会社代表 40代男性）
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. コンマがある文章で苦しんでいたのが、すごく楽になりました。英文を読むスピードは５
倍に。・・なお、受講２ヶ月後に、マーケティングの世界的権威ジェイ・エイブラハム氏
のウェブ（英文）をリアルタイムで読みマーケティングやコンサルティング活動に役立て
ていることを報告していただきました。（研修講師、コンサルタント 50 代男性） 

■ 一流の方達が読まれているフィナンシャル・タイムズを自分も読める様になったという実
感。本当に参加できて良かったです。統計に基づいた前置詞などの情報は貴重だと思いま
す。（株式会社 In-Think 村山祥子様）�

�
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