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Motivate'emは、生きた英語を引き出す、今までにないユ
ニークな語学学習カードです。品詞ごとに、語学修得に
欠かせない語句を厳選し、各語句をイラスト(絵カード)
で表現。色と図形を表すカードも含まれています。イラ
ストで視覚に訴えるため、単語の概念がごく自然に身に
つき、語句の真の理解につながります。学習者は、まず
イラストで内容を理解し、それから文章を口にすること
になります。従って、テキスト学習に比べ、はるかに鮮
明な記憶が残るのです。
カードは、品詞ごとに色分けされています。名詞はピン
ク、動詞は黄色、形容詞は青、前置詞は緑、色および図
形は白です。カードを使用して文章を構成すると、色の
配列に規則性があることがわかるでしょう。つまり、こ
の色の規則に従ってカードを配列すれば、文法的に正し
い文章が出来上がるのです。視覚的に文章構成を理解す
るため、文法的な誤りがほとんどなくなります。
Motivate'emには、絵カードに対応する語句カードが含ま
れています。語彙力が十分身につき、流暢に文章を構成
できるようになった後、読み書きを学ぶ段階に利用して
ください。

カード学習では、真の理解がないままに、ただ単語を繰
り返すだけのテキスト学習とは一味も二味も違ったアプ
ローチが可能です。後にカードの使用例を挙げています
が、カードの組み合せ次第で、文章は無限大に作成でき
ます。学習者は教師に言われるままに動くのではなく、
自分が表現したい文章を、自分で作ることができるので
す。
さらに、絵カードを語句カードに置き換えていくことで、
読み書きの練習も可能になります。3
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The kitten is happy.
（その子猫は幸せです。） The cloud is above the volcano.

（その雲は、火山の上方にあります。）

The young nurse is eating the yogurt in the playground.
（その若い看護婦さんは、公園でヨーグルトを食べています。）

名詞 前置詞 名詞

(ピンク) (緑) (ピンク)

生きた英語を引き出します！

以下のような文章が、イラストにより簡単に作成できます。

これらはほんの一例です。もっともっと多くの文章が生まれます。
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Grammar Point 1
名詞(ピンク)のみ使用

基本文型は、次の4つ。

This is a “BICYCLE.”  （これは自転車です。）

この文型に適用できるカードは、名詞
(ピンク)の3、4、5、6、7、8、11、12、
14、15、16、19、20、21、22、23、24、
26、27、28、31、32、33、35、36、37、
38、39、42、43、44、45、47、48、49、
50。いずれも、最初の発音が子音となる
可算名詞です。

This is an “ONION.”  （これはタマネギです。）

この文型に適用できるカードは、名詞
(ピンク)の1、2、9、10、17、18、29、
30、40、46。いずれも、最初の発音が母
音となる可算名詞です。

These are “GLASSES.”  （これはメガネです。）

この文型に適用できるカードは13のみ。
可算名詞の複数形です。最初の発音(子
音／母音)は問いません。
注：Motivate'emを2セット用意する
と、単数名詞のカードを利用し
てこの文型の応用練習ができま
す。

This is “RAIN.”  （これは雨で
す。）

この文型に適用できるカードは25と34。
不可算名詞が対象です。

上記の基本文型の疑問形は以下の4つ。同じカードを使用
します。

Is this a “BICYCLE?”（これは自転車ですか？）

Is this an “ONION?”（これはタマネギですか？）

Are these “GLASSES?”（これはメガネですか？）

Is this “RAIN?”（これは雨ですか？）

上記の疑問文に対する基本的な答えは、

1. Yes（はい）
2. No（いいえ）

子供達に"Yes"と"No"を読ませたり書かせたりする場合に
は、白紙カードが便利です。

注：文章を書かせる場合は、文頭は必ず大文字で始め、
文末にはピリオドをつけることを徹底させましょう。

Grammar Point 2
名詞(ピンク)、および形容詞(青)を使用

基本文型は、

The “DENTIST” is “FAT.”
（その歯医者さんは太っています。）

This “JET” is
“OLD.”
（このジェット機

は古いです。）

この文型に適用でき
るカードは、13(複数
形)を除く全ての名詞(ピンク)、および形容詞(青)です。

The “GLASSES” are “NEW.”
（そのメガネは新しい。）

T h e s e
“GLASSES” are
“EXPENSIVE.”
（このメガネは高

価です。）

この文型に適用できるカードは、名詞(ピンク)の13(複数
形)、および全ての形容詞(青)です。

上記の基本文型の疑問形は、

Is the “DENTIST” “FAT?”
（その歯医者さんは太っていますか？）

Are these “GLASSES” “NEW?”
（このメガネは新しいですか？）

名詞

(ピンク)

名詞

(ピンク)

名詞

(ピンク)

名詞

(ピンク)
名詞 形容詞

(ピンク) (青)

名詞 形容詞

(ピンク) (青)

名詞 形容詞

(ピンク) (青)

名詞 形容詞

(ピンク) (青)

約2,000種の組み合せが可能です。
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Grammar Point 3
名詞(ピンク)、および前置詞(緑)を使用

基本文型は、

The “DOLPHIN” is “IN” the “ZOO.”
（そのイルカは動物園の中にいます。）

この文型に適用できるカードは、13(複数形)と34(単数扱
いも手にとることも不可能)を除く全ての名詞(ピンク)、
および5(名詞が3つ必要)を除く全ての前置詞(緑)です。

上記の基本文型の疑問形は、

Is the “DOLPHIN” “IN” the “ZOO?”
（そのイルカは動物園の中にいますか？）

上記の疑問文に対する基本的な答えは、
1. Yes（はい）
2. No（いいえ）

Grammar Point 4

名詞(ピンク)、および前置詞(緑)を使用

基本文型は、
The “LETTER” is “BETWEEN” the
“NEWSPAPER”and the “TEAPOT.”

（その手紙は新聞とティーポットの間にあります。）

この文型に適用できるカードは、13(複数形)と34(単数扱
いも手にとることも不可能)を除く全ての名詞(ピンク)、
および5(名詞が3つ必要)を除く全ての前置詞(緑)です。

上記の基本文型の疑問形は、

Is the “LETTER” “BETWEEN” the
“NEWSPAPER”and the “TEAPOT?”

（その手紙は新聞とティーポットの間にありますか？）

上記の疑問文に対する基本的な答えは、
1. Yes（はい）
2. No（いいえ）

名詞 前置詞 名詞

(ピンク) (緑) (ピンク)

約21,000種の組み合せが可能です。 約100,000種の組み合せが可能です。

名詞 前置詞 名詞 名詞

(ピンク) (緑) (ピンク) (ピンク)

Grammar Point 5
名詞(ピンク)、前置詞(緑)、および形容詞(青)を使用

基本文型は、 The “OLD” “WITCH” is “UNDER” the “OLD” “IGLOO.”
（その年老いた魔女は古ぼけたイグルーの下にいます。）

この文型に適用できるカードは、
13(複数形)と34(単数扱いも手にとる
ことも不可能)を除く全ての名詞(ピ
ンク)、5(名詞が3つ必要)を除く全て
の前置詞(緑)、および全ての形容詞
(青)です。

上記の基本文型の疑問形は、

Is the “OLD” “WITCH” “UNDER” the “OLD” “IGLOO?”
（その年老いた魔女は、古ぼけたイグルーの下にいますか？）

上記の疑問文に対する基本的な答えは、
1. Yes  （はい）
2. No  （いいえ）

約7,500,000種の組み合せが可能です。

形容詞 名詞 前置詞 形容詞 名詞

(青) (ピンク) (緑) (青) (ピンク)
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Grammar Point 6
名詞(ピンク)、前置詞(緑)、および形容詞(青)を使用

基本文型は、

The “SMALL” “ANT” is “BETWEEN” the “EXPENSIVE” “JET” and the “CHEAP” “TRAIN.”
（その小さなアリは、高価なジェット機と安い列車の間にいる。）

この文型に適用できるカードは、13(複数形)と34(単数扱いも手にとることも不可能)を除く全ての名詞(ピンク)、
5(名詞が3つ必要)を除く全ての前置詞(緑)、および全ての形容詞(青)です。

上記の基本文型の疑問形は、

Is the “SMALL” “ANT” “BETWEEN” the “EXPENSIVE” “JET” and the “CHEAP” “TRAIN?”
（その小さなアリは、高価なジェット機と安い列車の間にいますか？）

上記の疑問文に対する基本的な答えは、
1. Yes（はい）
2. No（いいえ）

Grammar Point 7

名詞(ピンク)、および自動詞(黄)を使用

基本文型は、
The “GRASSHOPPER” is “HOPPING.”

（そのバッタは跳ねている。）

The “DOLPHIN” and the “OTTER” are “SWIMMING.”
（そのイルカとアザラシは泳いでいる。）

この文型に適用できるカードは、動物(人間を含む)を表す名詞(ピンク)
の1、7、8、10、14、22、28、30、33、42、45、および動詞(黄)の3、
5、6、7、8、13、14、15、17、21、22、30、31、32、37、39、40です。

上記の基本文型の疑問形は、

Is the “GRASSHOPPER” “HOPPING?”
（そのバッタは跳ねていますか？）

Are the “DOLPHIN” and the “OTTER” “SWIMMING?”
（そのイルカとアザラシは泳いでいますか？）

上記の疑問文に対する基本的な答えは、
1.  Yes （はい）
2.  No （いいえ）

形容詞 形容詞 前置詞 形容詞 名詞 形容詞 名詞

(青) (ピンク) (緑) (青) (ピンク) (青) (ピンク)

約700,000,000種の組み合せが可能です。

名詞 自動詞

(ピンク) (黄)

名詞 名詞 自動詞

(ピンク) (ピンク) (黄)

約2,000種の組み合せが可能です。
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Grammar Point 8
名詞(ピンク)、および他動詞(黄)を使用

基本文型は、 The “ESKIMO” is “OPENING” the “LETTER.”（そのエスキモーは手紙を開封している。）

NOUN 1に適用できるカードは、動物(人間を含む)を表す
名詞(ピンク)、1、7、8、10、14、22、28、30、33、42、
45。NOUN 2に適用できるカードは、物を表す名詞(ピン
ク)、1、3、4、5、6、7、8、10、11、13、14、16、17、
18、19、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、31、
33、36、38、40、41、42、45、46、47、48、49。適用で
きる動詞は、他動詞(黄)である2、4、9、12、16、23、26、
27、29、33、34、36、38です。

上記の基本文型の疑問形は、

Is the “ESKIMO” “OPENING” the “LETTER?” （そのエスキモーは手紙を開封していますか？）

上記の疑問文に対する基本的な答えは、
1. Yes （はい）
2. No （いいえ）

Grammar Point 9
動詞(黄)、および名詞(ピンク)を使用

命令形の基本文型は、“TOUCH” the “MOON.”（月にさわりなさい。）

この文型に適用できるカードは、動詞(黄)の1、2、4、9、
12、16、23、26、27、29、33、34、35、38、および名詞
(ピンク)の1、3、4、5、6、7、8、10、11、13、14、16、
17、18、19、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、
31、33、36、38、40、41、42、45、46、47、48、49。

もちろん、これがすべてではありませんが、これだけでも、文章構成や定冠詞／不定冠詞の使い分け
など、様々なことが学習できます。例題で使用したカードは、現実的な文章になるよう選出しています
が、いろんなカードを使用して、想像力を働かせるのも楽しいですね。
英語、および米語の発音で吹き込んだカセットテープや、マッキントッシュ・コンピュータ用のソフ

トウェアも、合わせてご利用ください。

Motivate'emに関するお問い合わせやご注文は下記まで。

（（株株））イインンタターーカカムムププレレスス
電話: (092) 726-5068
ファックス: (092) 726-5069
email: books@intercompress.com
http://www.intercompress.com

約5,000種の組み合せが可能です。

名詞 他動詞 名詞

(ピンク) (黄) (ピンク)

動詞 名詞

(黄) (ピンク)

約500種の組み合せが可能です。
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1  ant

2  arm

3  balloon

4  bicycle

5  candy

6  cloud

7  dentist

8  dolphin

9  ear

10  Eskimo

11  flower

12  foot

13  glasses

14

grasshopper

15  hand

16  hat

17  igloo

18  iron

19 jacket

20 jet

21  key

22  kitten

23  leg

24  letter

25  money

26  moon

27

newspaper

28  nurse

29  onion

30  otter

31  pie

32

playground

33  queen

34  rain

35  road

36  star

37  station

38  teapot

39  train

40  umbrella

41  uniform

42  vet

43  volcano

44  waterfall

45  witch

46  x-ray

Prepositions

1  beautiful

2  big

3  cheap

4  cold

5  expensive

6  fat

7  happy

8  hot

9  new

10  old

11  old

12  sad

13  short

14  small

15  tall

16  thick

17  thin

18  thin

19  ugly

20  young

1  ask

2  bend

3  bow

4  catch

5  cough

6  dance

7  drink

8  eat

9  fan

10  feed

11  give

12  hit

13  hop

14 jog

15 jump

16  kick

17  kneel

18  lean

19  listen

20  make

21  moan

22  nod

23  nudge

24  open

25  operate

26  pass

27  pat

28  quarrel

29  rub

30  run

31  sleep

32  swim

33  throw

34  touch

35  unplug

36  visit

37  walk

38  x-ray

39  yell

40  zig-zag

1  square

2  circle

3  triangle

4  rectangle

5  diamond

6  red

7  green

8  blue

9  yellow

10  orange

VerbsAdjectivesNouns

Shapes &
Colors

The above list of words comes with each set of cards.
Simply paste it into the lid of your box for easy reference.
There is an image card and a separate word card for each
of the words listed above.

1  above

2  against    

3  behind     

4  below       

5  between

6  in

7  in front of

8  next to

9  on

10  under
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ADJECTIVES



VERBS
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