第 4 回 VSOP 英文法セミナー

Give と Get で 8 割伝わる

get

−ネィティブに気持ちが伝わる英語術−

Get と Give を使いこなすだけでもあなたの英語は 8 割通じる！？
英語ネイティブスピーカーにきちんと「伝わる英語」に
必要なのは give と get の使いこなし術だった！
英語がわからない気がするのは、

あなたに語学センスとか
記憶力がないからではありません。

松本 道弘

六角ディベイト考案
絋道館館長

加賀美 晃

西巻 尚樹

英語求道士、英語資格五冠
現役ビジネスマン

VSOP 英語研究所所長
放送大学非常勤講師

日程

2017 年 11 月 11 日 ( 土 )
10:30~12:30

場所

八重洲ブックセンター本店 8F

参加費

お申し込み・お問い合わせ

VSOP 英語研究所

（東京都中央区八重洲）

東京都新宿区下宮比町 2-28

一般 4,200 円
学生 2,100 円（29 歳まで）

飯田橋ハイタウン 1008 号
http://www.vsop-eg.com

まる覚えをやめ、英語を再発見しよう。
get on, get in, give on, give in...

今回の VSOP 公開セミナーは、英語の泰斗で松本道弘

あれ、どんな意味だろうか、辞書を引かなければ ...... と
思いませんでしたか？

これらの意味は、「熟語（イディオム）」として辞書に書
いてあります。

でも、辞書にはなんと give でも get でも 100 個以上
の「熟語」が書いてあるのです！

これらの後から後から出てくる熟語（イディオム）を一

生懸命覚えても、覚えた意味になっていない場合がよく

おきますね。あなたは自分の語学センス・記憶力を疑っ

ていて、自信を失っていませんか？

先生と、現役ビジネスマンとして英語でのビジネス業務

を日常とする英語求道士の加賀美晃さんが登壇、ご自身
の「Give & Get 体験」を通じて、この英語問題を克服

するのにどれほど格闘をして、現在の英語力を獲得され
たかを語って頂きます。

さらに、VSOP ならではの「Give & Get の解決の秘訣」
をお伝えします。

この秘訣とは「熟語のまる覚え」をやめて「英語の語順
規則を理解」することです。

英語の「読む、聞く、話す、書く」で、今、苦しんでいる方、

get

昔、苦しんだ方、これから、苦しみそうな方、どのよう

な方にも、どのような目的でも英語の問題の解決策にな

ると思います。

松本 道弘（まつもと みちひろ）

1940 年大阪生まれ。関西学院大学卒業。

日商岩井に勤務中、海外渡航の経験なしに

独力で英語を磨く。その後西山千氏（アポロ

加賀美 晃（かがみ あきら）

西巻 尚樹 （にしまき なおき）

35 歳で本格的英語学習に目覚め、50 歳過

VSOP 英語研究所 所長

ぎて「難関英語資格五冠 ( 実用英検 1 級、

放送大学非常勤講師

TOEIC990 点、通訳案内士、工業 英検 1 級、 1951 年新潟生まれ。慶応義塾大学文学部

月面着陸時の日本初英日同時通訳）に師事、 国連英検特 A 級 )」を達成したフツーの会社

哲学科卒業。

る。後に NHK テレビ上級英語講座の講師。

受験指導に従事。「なぜ英語が日本人に難

その推挙でアメリカ大使館の同時通訳者とな

日本にディベートを広めたことでも知られる。

（ディベート教育暦 約 40 年）

員です。会社では、グローバル事業の発掘・
推進を担当しています。これまでに 4 回、計

10 年超の米 国赴任 ( ボストンに社費留学、

シリコンバレーに駐在 2 回、ニューヨークに

現在、紘道館館長、国際ディベート学会会長。 駐在 1 回 ) を経験して来ましたが、米国 /

インターネットテレビ NONES CHANNEL

世界における日本のプレゼンスが年々 落ちて

で Global Inside キャスター。提唱する英語

きていること (Japan passing) に強い危機

試験を年１回主催。日本文化に関して140

足がその主因の一つ である」との信念の下、

道に基づいた ICEE コミュニケーション検定
冊を越える著作がある。

◆近著

「中国人・韓国人・アメリカ人の言い分を論破する法」（講
談社 2013 年）「ネイティブが使う 1 秒英会話『音読
編』」
（たちばな出版 2011 年）「図解 ディベート入門 (１
時間でわかる図解シリーズ )」（中京出版 2010 年）「同
時通訳」（角川学芸出版 2010 年）「松本道弘のサムラ
イ英語道」（たちばな出版 2009 年）「オバマの本棚」
（世界文化社 2009 年）
＜ベストセラー＞Give と get（朝日出版社）など

感を覚えています。「日本人の実用英語力不
下記に示す著書やネットによる個人ノウハウ

長年、中学・高校・大学・TOEIC・TOEFL
しいのか？」問い続ける。

結果「英語は単純な語順規則」を発見。
VSOP 英文法として理論化。

VSOP 英語研究所を開設し、日本人が世界
で活躍するためにネイティヴ英語の普及に
務めている。
◆著作

「Get The Real ... 英語参考書

改訂版」（2015 年）

（例 : 英語 4 技能学習法、米国留学 / 駐在体

「世界に１つだけの英語教科書」(ＫＫベストセラーズ

の精力的発信を通して、微力ながらその底上

「世界に 1 つだけの英語「to」だけでここまでわかる

◆著書

「英語順！しゃべれる英文法」（あさ出版 2006 年）

験談、興味深い英語表現や語法知識など）

げ貢献に努めています。

「英会話のクスリ」(Amazon Kindle 版 )
◆ブログ

社 2006 年）
のか！」（ダイヤモンド社 2006 年）
「英語力―世界初

熟語が分かる英語教科書」（ＫＫベ

ストセラーズ社 2006 年）

英語求道士の「終わりなき 英語学習の旅」・

「英語はほんとに単純だ！」（あさ出版 2003 年）

http://ameblo.jp/quintuple-crown/

「VSOP 新英文法 単則典」（2000 年）

