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ミシュク式

基本の教科書

小学生/英語初心者のための英会話/英語教育の決定的教科書が、ついに発売されまし

た。

この教科書は私が発明、考案した「ミシュク式英語発音用カタカナ(大、中、小、‐)ルビで書

かれているので、カタカナ通りに読むだけで、正しく外国人に通じる英語の発音、会話が

一人で学習できます。

又、英文法の超基本的な本質を、著者独自の理解、見解で、誰にでも理解できるように、

簡単にわかりやすく説明してあります。

子供は理解できないことには興味を持ちませんよ！

みしゅく

御宿
しげたか

重孝

先生と両親と子供が一緒に学べる

小学生の英会話/英語の教科書
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株式会社日本カタカナ外国語教育システム 発行

一般社団法人日本外国語講師育成協会 認定書

はじめに

子供は正しい日本語の使い方・発音を日常生活の中で、知らず知らずのうちに取捨

選択しながら、自分の頭脳に正しい日本語の使い方や文法を数年かけて記憶します。

残念ながら、現日本国内においては英語で過ごすに日常生活はほとんど存在してい

ません。

ではどうやって？正しい英語の発音、会話、文法を頭脳に記憶させればいいのでしょ

う？それは毎日の正しい英語、英会話の学習です。

① 一旦、簡単に英文法の基礎を間違いなく理解して、いつでも瞬発的に正しい英文

法で表現できるように学習しておく。

② 正しい英単語の発音や会話を大きい声でハッキリと何度も何度も声に出して言

うことによって少しずつ早く言えるようにする事で英語の発音に耳慣れしておく。

この ① と ② を正しく、少しずつ毎日学習することによって最低日常会話で話す英

語の会話や表現が子供たちの脳裏に焼き付けることができます。

日常生活の中で英語・英会話を数年かけて覚える方法が「足し算」や「引き算」だとす

ると、この一冊の本で ① と ② を学習して覚える方法は「掛け算」や「割り算」です。

では。Let's get started!

著者
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この教科書の使い方

【大切】

◎この英語/英会話の教科書は、「ミシュク式外国語発音用カタカナ（大、中、小、（－））」

のルビで書かれています。普通のカタカナ文字を読む感じで、はっきりと声にして言う

だけで、外国人に通じる英語の発音ができます。

◎ミシュク式外国語発音用カタカナを使うにあたって、下記のことに気を付けてくださ い。

① カタカナのルビ(大) この文字に英語のアクセントがあるので、「大きくはっき

りと強く」発音してください。

② カタカナのルビ(中) 普通のカタカナ文字を読む感じで発音してください。

③ カタカナのルビ(小) 「小さく、短く、鋭く」発音してください。

④ 文字の音を伸ばす(-) 普通のカタカナ文字を
の

伸ばすよりも「短く（1/2 か 1/3 位）」

伸ばして発音してください。

⑤ ウラ ウリ ウル ウレ ウロ

ra ri ru re ro

これらのルビは、r の音を正しく発音させ

るために、カタカナの小文字で(ウ)をつけ

たものです。(ウ）とラ、(ウ）とリ、(ウ）とル、

(ウ）とレ、(ウ）と「ロを別々にしないで、続け

て一緒に言う」感じで発音してください。
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⑥ ヴア

va

ヴイ

vi

ヴ

vu

ヴエ

ve

ヴオ

vo

これらは、絵で示されている様に「上唇

で下唇を軽く噛む」感じで発音して下さ

い。

こちらも同じように発音してください。

⑦ バ

ba

ビ

bi

ブ

bu

ベ

be

ボ

bo

英語ではこれらの音を、日本語のカタカナ発音よりも、もっと強く言ってください。

「バッ、ビッ、ブッ、ベッ、ボッ」という感じの音です。

こちらも同じように、「パッ、ピッ、プッ、ペッ、ポッ」という感じで言います。

⑧ マ

ma

ミ

mi

ム

mu

メ

me

モ

mo

日本語のマミムメモよりは、お腹から息を吐き出すような、少し強い感じで言

ってください。 「ンマ、ンミ、ンム、ンメ、ンモ」という感じです。

フア フイ フ フエ フオ

fa fi fu fe fo

パ

pa

ピ

pi

プ

pu

ペ

pe

ポ

po
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⑨ ハ

ha

ヒ

hi

フ

hu

ヘ

he

ホ

ho

この場合も日本語のハヒフヘホと

違って、「息をお腹から吐き出す」

感じの音、「ハッ、ヒッ、フッ、ヘッ、

ホッ」となります。

※ ⑦⑧⑨は特に気を付けなくても、日本語のカタカナの発音の音で十分通じます！

でも、口の絵を見て正しい発音を勉強させて下さい。なぜなら、カタカナのルビ

だけでは、100％完全な発音はできません。（しかし、通じる発音はできます。）

以上を守ってカタカナ「大中小（-）」の通りに発音させてください。

「ミシュク式外国語発音用カタカナ（大中小(－）)英語用」で、英語の単語の発音を表

記すると下記のようになります。

英語の単語 従来のカタカナ ミシュク式英語用カタカナ

water ウォーター ウオータ

hamburger ハンバーガー ハンバガー

white wine ホワイトワイン ワイトワイン

coffee コーヒー コーフイ

book ブック ブク

cooking クッキング クキング

このようになります。正しい英語の発音です。

さあ始めましょう！
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にちじょうてき

日常的に
つか

使う
え い ご

英語の言い方

◎必ず
あ ん き

暗記して、いつでも言えるようにしてください！
大きな声ではっきりと、そして、少しずつ早く言う練習をしてください。

（（ ）内の発音は早く言った時の発音です。）

【
にちじょう

日常のあいさつ】

【人に
かんしゃ

感謝をつたえる言い方】

ありがとう。 タンク ユー(タンキユー)

Thank you.

ハーイ！

こんにちは。

ヘロウ

Hello！

おはようございます。

(朝、午前中に人と会った時のあいさつ)

グド モーニング(グツ モーニング)

Good morning.

こんにちは。

(お昼過ぎに人と会った時のあいさつ)

グド アフタヌーン(グツ アフタヌーン)

Good afternoon.

こんばんは。

(午後 6時以降に人と会った時のあいさつ)

グド イーヴニング(グツ イーヴニング)

Good evening.

おやすみなさい。

(自分や人が寝るときに言うあいさつ)

グド ナイト(グツ ナイト)

Good night.

さようなら。

(人と別れるときのあいさつ)

グド バイ(グツ バイ)

Good bye.
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どうもありがとうございます。 タンク ユー ソウ マチ

Thank you so much.

どうもありがとうございます。 タンク ユー ヴエリ マチ

Thank you very much.

どういたしまして。 ユー アー ウエルカム

You are welcome.

【人にあやまる時の言い方】

すみません。

失礼します。

イクスキユーズ ミー

Excuse me.

ごめんなさい。
ソウリ

Sorry.

ごめんなさい。
アイ アム ソウリ

I am sorry.

本当にごめんなさい。

申し訳ございません。

アイ アム ソウ ソウリ

I am so sorry.

本当にごめんなさい。

申し訳ございません。

アイ アム ヴエリ ソウリ

I am very sorry.

すみませんが。 パードン ミー

Pardon me?

アイ ベグ ヨー パードン

I beg your pardon.
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【人と別れるときの言い方】

またすぐに会いましょう。 シー ユー スーン

See you soon.

また会いましょう。 シー ユー アゲイン

See you again.

ではまた明日。 シー ユー トモーロウ

See you tomorrow.

ではまた来週。 シー ユー ネクスト ウイーク

See you next week.

ではまた後で。 シー ユー レイタ

See you later.

気を付けて。 テイク ケア

Take care.

さようなら。 グド バイ(グツ バイ)

Good bye.

さようなら。 バイ バイ

Bye bye

【大切な言葉】

はい、その通りです。 イエス

Yes.

いいえ、違います。 ノウ

No

どうぞ。(人に何かをすすめる)

どうか、お願いします。(人に何かを頼む)

プリーズ

Please.
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【
しょたいめん

初対面の人と会う時の言い方】

はーい。

こんにちは。

ヘロウ

Hello.

ようこそいらっしゃいました。 ユー アー ウエルカム ヒア

You are welcome here.

来てくれてありがとう。 タンキユー フオー カミング

Thank you for coming.

はじめまして。 ハウ ドウ ユー ドウ？

How do you do?

はじめまして。

(会えてうれしいです。)

ナイス ミーテイング ユー / ナイス トウ ミート ユー

Nice meeting you. / Nice to meet you

私は伊藤ユリです。 アイ アム ユリ イトウ

I am Yuri Ito.

私の名前は伊藤ユリです。 マイ ネイム イズ ユリ イトウ

My name is Yuri Ito.

私は学校の生徒です。 アイ アム ア スクール ボイ

I am a school boy.

私は 8歳です。 アイ アム エイト イアーズ オウルド

I am 8 years old.



11:
【もう知っている人や友人と会う時の言い方】

はーい。

こんにちは。

ヘロウ

Hello.

はーい。

こんにちは。

ハーイ

Hi.

元気ですか？

調子はどうですか？

ハウ アー ユー？

How are you?

元気です、ありがとう。 アイ アム フアイン タンク ユー

I am fine, thank you.

元気です、ありがとう。 アイ アム グド タンク ユー

I am good, thank you.

あなたはどうですか？ ハウ アバウト ユー(ハウ アバウチユー)？

How about you?

私も元気です。 アイ アム フアイン トウ タンク ユー

I am fine too, thank you.

会えて良かったです。 ナイス シーイング ユー

Nice seeing you.

《指導要綱》

このように、最初にあいさつ、ありがとう、ごめんなさいなどの、日常で使う言い方を暗記さ

せて、子供が英会話を多少話せるようにしてください。

「自分が英語を話せる！」この意識と自信を持たせることが英語、英会話の教育に一番大

切です。外国人に通じるような発音(この本の通りのカタカナの発音)を、大きい声ではっき

りと言わせてください。

暗記させる文は暗記させ、理屈で教える部分は、生徒たちが納得するように簡単な言葉で

説明することが大切です。
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【その他の大切な表現】

お久しぶりです。 ロング タイム ノウ シー

Long time no see.

元気だった？ ハウ ハヴ ユー ビーン？

How have you been?

先生、おはようございます。 グド モーニング テイーチヤ

Good morning, teacher.

先生、お元気ですか？ ハウ アー ユー テイーチヤ？

How are you, teacher?

《指導要綱》

ここまでのような簡単な言い回しが上手に言えるようになったら、この教科書の順序通りに、

少しずつ英語の表現方法（＝文法）を教えてください。子供たちはとても頭が良いので、きち

んと文法を説明し、使い方を教えることが大切です。

日本語の訳は「だいたいの意味」になることが多いです。日本語の言い方は特有なので、多

くの外国語の様に、そのまま置き換えることができません。文法の通り、文字の通りの言い

方にはならないのです。


