
英語を学んで間もない入門期の基礎から、中学・高校で学習する文
法事項の重要構文、また、英語圏で親しまれているナーサリーライム、
縄跳びを使用した英語のことわざ、そして、有名なスピーチなど、
五つのバラエティに富んだ内容でお贈りします。

生徒用の教材として、先生ご自身がアレンジする参考として、

チャンツで学ぶ英語の楽しさをどうぞご体験ください！！

コトバをリズムに乗せて言うことをチャンツと呼びます。このDVDでは、英語入門期の基本的な発音、フレーズから中学・高校の重要構文までを、英語独特のチャンツに乗せながら練習する画期的な方法を紹介していきます。

英語のリズ
ムを
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企画・監修・出演

靜 哲人
埼玉大学教育学部 英語教育講座

~ ABCから仮定法まで ~

DVD No.E70-S
全2枚セット 16,800円 各枚8,400円（税込・送料別）
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撮 影 協 力

埼玉大学教育学部英語専修学生有志埼玉大学教育学部英語専修学生有志

埼玉大学教育学部 A棟 325 教室埼玉大学教育学部 A棟 325 教室

野田智大・池田麗美・宇田川有貴・加藤康佑・東敬祐・安孫子遥・五十嵐美香・近藤綾乃
神津希帆・柴千淑・橘瑶・中村真紀・森田夏帆・丸山玲子・山浦理子・須賀慧斗　以上敬称略

英語には、文章の中に必ず強弱を基本としたリズムが隠されており、強く発音さ

れる音節から次の強く発音される音節までがほぼ同じ長さになるように発音され

ます。そして、それが英語独特のリズムを生み出します。そのリズム感を育てるため

に、強く発音すべき音節を、ステップや手拍子を使ったチャンツで、ある

程度強制的に一定の間隔で発音してみましょう。リズムに乗せて発音することで

記憶に残りやすく、知らず知らずに重要構文を身につけることができるはずです。

授業のすき
間や単元の

区切りで

コーヒーブ
レイク的に

使える！

詳細は裏面を
ご覧ください

裏面
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インターネットからのご注文は……  http : //www.japanlaim.co.jp　サンプルムービー配信中！
●お申し込み・お問い合せは、お気軽に…　　

〒113-0033　
東京都文京区本郷5-25-14 本郷竹下ビル４F

ジャパンライム株式会社●到着日指定の「代金引き換え」の宅急便でお送りします。
●学校公費及び教育機関、また個人研究費などでご購入の場合は、
必要書類は担当者までお申し付けください。
●カード（JCB、VISA、MASTER、DC、UC、UFJ、NICOS、ダイ
ナース、クレディセゾン、アメリカンエキスプレス、イオンクレジット、
TOP&カード）もご利用できます（分割も可）。

●ご希望のDVD No.を指定し、電話かハガキ、
FAX、もしくはホームページにてお申し
込みください。
●お名前／ご住所：電話／お勤め先：電話
／お支払い方法をご連絡ください。
●送料は何枚でも525円です。
●表示価格は消費税込みの価格です。

お申し込み方法 お支払い方法
　記入例

●DVD No.
●お名前
●ご住所／TEL
●お勤め先／TEL
●お支払い方法

TEL. 03-5840-9980
FAX. 03-3818-6656



この巻では、発音・ABC・フォニックスなど英語入門期に
習得したい項目から、ことわざ、歌、スピーチを用いた応
用編までのチャンツをバリエーション豊かに紹介します。

この巻では、中学・高校で学習する重要な表現や構文を幅広く
カバーし、チャンツに仕立てたものを紹介します。コツを掴んだら、
ご自分の教科書の本文をつかって自作してみるとよいでしょう。

基礎～応用編

　●イントロダクション

■入門期
　●入門期の説明
　●L／Rの練習① ～デレデレチャンツ～
　●L／Rの練習② ～ムリムリチャンツ～
　●L／Rの練習③ ～コンガリチャンツ～
　●母音の練習　アカサタ・ゲーム ～æ～
　●母音の練習　アカサタ・ゲーム ～əː～
　●リズムでアルファベット① ～かためて言ってみよう～
　●リズムでアルファベット② ～“and”でつないでみよう～
　●リズムでアルファベット③ ～冠詞をつけてみよう～
　●リズムでアルファベット④ ～形容詞をいってみよう～
　●Phonics
　●英語で足し算
　●リズムであいさつ ～Hello. How are you?～
　●名前を聞く ～What’s your name?～
　●歳を尋ねる ～1人称と2人称～
　●月の名前

■ナーサリーライムとチャンツ
　●ナーサリーライムとチャンツの説明
　●Eeny Meeny Minee Moe
　●Rain, Rain, Go Away
　●Jack and Jill
　●Twinkle Twinkle Little Star
　●Do-Re-Mi
　●浦島タロー 

■英語のことわざ
　●英語のことわざの説明
　●2ポン ～強勢のある音節が二つ～
　  ＊ Love is blind
　  ＊ Haste is waste
　  ＊ Time is money
　●3ポン ～強勢のある音節が三つ～
　  ＊ Practice what you preach
　  ＊ Easier said than done
　  ＊ Practice makes perfect
　  ＊ Health is better than wealth
　  ＊ Fact is stranger than fiction
　  ＊ Call a spade a spade
　  ＊ Look before you leap
　  ＊ Tomorrow is another day
　  ＊ Honesty is the best policy
　●4ポン ～強勢のある音節が四つ～
　  ＊ A rolling stone gathers no moss
　  ＊ Rome was not built in a day
　  ＊ Do in Rome as the Romans do
　  ＊ Hope for the best and prepare for the worst

■リズムでスピーチ！
　●I have a dream
　●Steve Jobs氏のスピーチから

文法事項編

　●イントロダクション
　●リズムで文法事項の説明

■さまざまな疑問詞
　●How old is your sister? ～How old と Be動詞の3人称～
　●What is your favorite color? ～What と Be動詞の3人称～
　●What do you have for breakfast? ～What と一般動詞 1人称と2人称～
　●What does your father do? ～What と一般動詞　3人称～
　●Who can play the drums? ～助動詞 can～
　●Whose bag is this? ～Whose と Be動詞3人称～

■Be動詞と一般動詞
　●In January, we start the new year. ～一般動詞とBe動詞～
　●Men and women are different. ～Be動詞 are～
　●We call McDonald’s Mac. ～第5文型～
　●I did my best in the game. ～過去形と使役動詞～

■不定詞
　●What sports do you like to play? ～不定詞の名詞用法①～
　●What color do you like to wear? ～不定詞の名詞用法②～
　●It’s time to eat my lunch. ～不定詞の形容詞用法～
　●What do you like to do? ～不定詞の名詞用法③～
　●Do you know how to make a crane? ～「～の仕方」～
　●It’s easy to contact people. ～仮主語と不定詞～

■比較級
　●Men are stronger than women. ～比較級①～
　●Dogs are more friendly than cats. ～比較級②～

■接続詞と時を表す副詞節
　●When the light is green, I need to go. ～接続詞・Be動詞・不定詞～
　●When I grow up, I want to be a doctor. ～接続詞・一般動詞・不定詞～

■現在完了
　●Have you ever been to London? ～現在完了【経験】～
　●How long have you lived in the city? ～現在完了【継続】～
　●I’ve already finished my homework. ～現在完了【完了】～

■受身
　●English is spoken in 80 countries. ～受身～

■さまざまな後置修飾
　●An animal found in Australia. ～過去分詞による後置修飾①～
　●A ball game played with a baseball ～過去分詞による後置修飾②～
　●The girl sitting over there ～現在分詞による後置修飾～
　●I love you just the way you are. ～the way の後置修飾①～
　●I like the way he laughs. ～the way の後置修飾②～

■関係代名詞
　●Something that is white ～後置修飾～
　●A word that starts with an A ～関係代名詞 that～
　●People who don’t like cats ～関係代名詞 who～
　●What I want to be when I grow up ～関係代名詞 what～

■仮定法
　●If I were a boy, 

I would understand him. 
～仮定法過去～

E70-1 62 分 E70-2 73 分

それぞれの英語のレベルに合わせた幅広い内容！


