
 
第一話 

無敵の外資系流実践英会話術 
あなたと同じ悩みを持つ一般視聴者が 

英語の達人に徹底相談！ 
 
 



 
ナレーション： 
英語が自由自在に話せると 
 
勝木龍： 
英語の字幕をつけて観ればもうほとんど出てきたこ

とは分かるしそれがもう字幕なしでもかなりのス

トーリーがわかってくるはず。 
30代で役員になったりして、もう普通の人の年収の
5倍10倍もらう。 
 
ナレーション： 
外国人と仲良くなれる 
英語の映画や歌もすらすら入ってくる 
さらに年収アップと 



 
新たな自分の可能性が無限に広がるんです 
 
しかし我々日本人の多くは 
 
女性： 
小学校1年生から高校3年生まで英語の授業をみっち
りやってきたのにしゃべれませんでした 
 
ナレーション： 
学校で習ったのに話せない 
 
男性： 
携帯のアプリとか途中で飽きちゃうというか 
 
ナレーション： 



英語のアプリも途中で飽きる 
 
女性： 
オーストラリアに行っていた時にストレスになって

きて 
 
ナレーション： 
留学してみたけどストレスで勉強にならなかった 
 
こんなにも英語をたくさん勉強してきたのに話せる

人はごくわずか 
 

 
一体なぜ？ 
 



そんなみなさんの疑問や悩みはこの動画を見れば全

て解決！！ 
気がつかないうちにいつのまにか英語が話せるよう

になっているかもしれません 
 
さらに勉強なんかしたくない、楽に英語が話せない

もんか？と思っているそこのアナタに朗報です！ 
 
最新脳科学の力で遊んでいるだけで話せるようにな

る英会話アプリもご紹介 
 
英語を話せるようになるにはどれくらいかかるのか 
 
1年 
いやいや 
半年 
まさか 
 

なんとわずか90日で 

無駄なく確実に 
英会話ができる世界へお連れしましょう 

 
 

  



 
白石： 
皆さんこんにちは！ 
 
勝木： 
こんにちは！ 
 
白石： 
今回ナビゲーターを務めさせていただいてます白石

と申します。 
 
勝木： 
勝木龍です。よろしくお願いします 
 
白石： 



はい、みなさん、この動画を見ていただいて本当に

ありがとうございます。 
 
今から皆さん、全部で４本仕立ての動画を見せてい

きますけれども 
過去に私たちが撮った動画の中で一番人気があって

ね、皆さんに好評いただいた動画っていうのを今か

らお見せしていきます。 

 
2020年の3月以前に撮られている動画なので 
一つ申し訳ないんですけれども 

非常にこれ、、、三密になっております。 
 
勝木：ははは！ 
 



白石： 
はい、非常に三密な動画になっておりますけれども 
こちらを前提として、含んだ上で見ていただけると 
いいかなと思うんですね。 
 
勝木： 
そうですね。 
そこは気にせず楽しんで見て頂ければと思います。 

 
白石： 
英語を学ぶっていう本質は何も変わりませんし 
英語話す楽しさっての全て内容が含まれているもの

になるので 
ぜひ今から動画の第1話をね、楽しんでいただければ
と思います。 



それでは皆さん、 
早速ですけれどもこのVTRを楽しみください！！ 
 
 

 
〜動画本編スタート〜 

 

白石：そうだったのか！脳科学ゲームを遊

んでいるだけで面白いほど話せる

ようになる英会話～！拍手～！ 
 
今回ですね、ナビゲーター役を務めさせていただき

ます白石剛士と申します。よろしくお願いします。 
 
ナレーション： 



今回ナビゲーターを務める「白石剛士」さん。 
そして英会話の全てを教えてくれる先生は 
 
白石：勝木龍先生です。どうぞよろしくお願いしま

す。 
勝木：よろしくお願いします。 
 
ナレーション： 
過去にニューヨークやロンドンで大手外資系金融企

業の最高責任者を務めていた勝木龍先生。 
一体どんな方なのか 
 
白石： 
先生、外資系金融で、金融会社で働いている方って

非常にいらっしゃると思うんですけれども。 
あの仕事柄ですね先生すごく大きな何百億っていう

お金を預かって、その方たちの資産を運用していく

というような仕事をやられているって聞いたんです

けれども。 
 
勝木： 
ボーとしている間に1億、2億をすぐ動いちゃうし、
やっぱり自分の間違った英語で指示して、間違った

ものを買ったり売ったりしたら大損したりすること



もあるんで、英語も完璧なようにならないと、やっ

ぱりやっていけないですね。 

 
 
白石： 
バイリンガルとかの方ってよくいらっしゃいますけ

れども、先生の場合はもうれっきとした日本生まれ

日本育ちと、そこで独学で英語をちゃんとマスター

してきて。 
なんとですね京都大学大学院入る際の英語の模試で

日本ナンバーワンだそうです。 
 
勝木：そうです。 
 
白石： 



はー、すばらしいですね、1位！ 
 
勝木： 
他の科目は並ですけどね。 
 
白石： 
たぶん、それもすごかったんでしょうけどね。 
 
ナレーション： 
ほかにも、有名私立大学で教鞭を執り、書籍30冊以
上、累計20万部を超す著者としても活躍。 
 
これほどの英語力を兼ね備える勝木先生が編み出し

たのが 
 

実践型英会話教室 SMART English 



 
10代から30代までの若年層はもちろん、なんと80代
の方までペラペラにしてきたんです 
そんなどんな人でも英語が話せるようになるという

SMART Englishの秘密とは？！ 
 
勝木： 
いろんな本を買ってきた、NHKのラジオ講座とかあ
らゆる英語の教材を全部やったんですよ。 
気がついたら後で振り返ってみると、すっごいあっ

た中でキュッと5%しか必要なかった。 
全体の本当は 

その5%だけを今回講座にしたのが
このSMART English 



 
白石： 
たったの5％、なるほど 
 
ナレーション： 
なんと今までの95%は無駄な勉強方法だった 
 
必要なのはたったの5%だけ 
では一体どんな英会話術なのか 
 
白石： 
もう本当に単語も全然やらない、そもそも文法もや

らないじゃないですか、先生。 
 
勝木： 



単語やらない、文法やらない、発

音記号やらない。 
自分も勉強が嫌いなんです。だから勉強せずにペラ

ペラになりたい。 
 
ナレーション： 
単語、文法、発音記号は一切必要なし 

 
それでも英語はペラペラになれる 
 
そんな SMART Englishをみなさんと聞くのはこちら
の5人 
 
勝木： 



皆さんもこれまで英会話を勉強されてると思うんで

すけど、もうほとんどの方がやってきたことは

ちょっと無駄なことが多かったんですよね。 
 
なぜ駄目だったかというとみなさんのせいじゃない

んですね。 
学んできたやり方が悪かった。 
じゃあどうやったらいいか、というのを今日これか

らお話しますので 
それさえやれば確実に90日で話せるようになりま
す。 
ですので、安心して僕の話を聞いていただければと

思います。 
 
ナレーション： 
90日間で確率に英語を話せるようになるという、
SMART Englishの極意をお教えします。 
 
でもその前に 
今までどんな英語の勉強の仕方を5人がしてきたのか
確認しましょう。 



 
 
まずは外国人とスムーズに会話がしたいという浅見

さん 
 
浅見： 
小学校1年生から高校3年生まで英語の授業をみっち
りやってきたのにしゃべれませんでした。中間テス

トに向かってめちゃくちゃ暗記して覚えて何とか点

数をとってみたいな感じです 
 
ナレーション： 
義務教育をしっかり学んだのに話せない 
続いては英語を話せるようになり様々な国の文化を

知りたいという小島さん 



 
小島さん： 
えっとビジネス英語のスクールに通ったりとか、オ

ンラインでフィリピンの先生と英会話をしたり。 
 
白石：今は自分の思う英語力には、達している？ 
 
小島：こんなものではないと… 

 
白石：なるほど、こんなはずじゃないと！ 
 
ナレーション： 
英会話スクールで学んだのに話せない 
続いて海外でも活躍できる女優志望の岩見さん 
 



岩見： 
オーストラリアに行っていた時にビジネス学校通っ

て、生きた英語には全然追いつかないっていうか… 
 
白石：留学はどれくらいされたのですか？ 
 
岩見： 
3年間向こうには住んでたんですけど、 
だから帰ってきて、3年いたのになにしてたの？って
すごい言われます。 
 
ナレーション： 
こちらの重本さんもセブ島に留学していたそうなん

ですが、 
 
重本： 
やっぱり先生なんで、だいたい適当に言っててもわ

かってくれるというか 
汲み取ってもらえるんで、なんかあんまりためにな

らなかったーって言う 



 
ナレーション： 
留学したのに話せない 
最後は仕事のスキルアップのために英語をマスター

したいと言う田窪さん 
 
田窪さん： 
今まではテキストを買ったりとか携帯のアプリとか

で勉強したりとか 
DS（小型ゲーム機）でもソフトがあって、そんなの
もちょこちょこ買うんですけど、でも全部やりきる

までいかなくて、途中で飽きちゃうというか 
 
ナレーション： 
英語教材で勉強したが話せない 
今まで一般的な英会話の勉強をやってきた5人 



しかし全く英語が身についていないんです。 

 
ここからは 
英会話のスペシャリスト勝木先生になぜ英語が身に

つかないか聞いてみましょう。 
 
英語が身につかない理由その1 
英会話スクール 
 
勝木： 
英会話スクールに行って、グループレッスンでも、

プライベートレッスンでもすると、なんか話せるよ

うになる感じがしますよね。 
 



でも実際に英会話スクールに行ってて結果出てる

人って見たことありますか？ 
 
浅見：ないです！ 
 
勝木： 
なぜならないかというと理由は色々あると思うけ

ど、一番は大きな理由は、毎回、英会話スクール

いって皆さん何見ます？ 
 
どこから来ました？とか趣味は何ですか？とか、会

社こんなことやってます、私の名前は●●です、どこ
に住んでますって言って一通りおわったら 
あとは「・・・」 

 
チーン（音楽） 



違います？ 
 
浅見：そのとおり。 
 
勝木：そのとおりでしょ。 
また、次のクラスに行って、また話したら、またど

こから来たんですか、趣味は何ですか、 
ってまた「・・・」 
チーン（音楽） 
 
ナレーション： 
英会話スクールの授業方法は毎回同じことしかやら

ない 
 
勝木： 
どこの英会話スクールもみんな同じようなテキスト

を使っているんですよ 
もともと海外にある英語だけしか書いてないような

教材がほとんどですよね、英会話スクールに行くと 
それを使ってやるんですけど中身がつまんないんで

すよ 
 
小島：つまんなーい！！ 



 
勝木：つまんないでしょ？！ 
 
白石： 
ちなみにこの中で英会話スクールで通われてた方っ

ていらっしゃいますか？ 
 
2人！5人中2人！ 
どうですか？つまんなかったですかやっぱり？ 
 
浅見： 
つまらなかったですねー、もうまさに開いて本当に

睡眠薬かなって思うくらい。 
眠かったです。 
 
ナレーション： 



英会話スクールの教材はつまらない 
 
勝木： 
ああいう普通の英会話スクールっていうのは2年とか
3年でマスターできますよという形で長期でやるか
ら、途中で挫折しやすいんですよね、結果がすぐで

ないから。 

 
やっぱり英会話スクールが、長いこと通わせないと

儲からないですから。 
 
だから教材もいっぱい分厚いやつを、一つ終わった

ら、次また別の教材。 
結局、過去使っていた教材を覚えたかというと何に

も頭に入っていない。 
 



ナレーション： 
英会話スクールに行くと時間がかかりすぎる 
 
白石： 
ここ、先生大切なポイントだと思うんですけど、皆

さん多分お思いなのは英会話をマスターするために

は長いこと勉強しなきゃいけないと。それはもう何

年というスパン。 
そこは、先生常識的にもう間違いだということです

ね 
 
本当に必要なことを90日間勉強していれば英会話で
きるようになると。 

まずはその正確な方法を知って

やったら、実際そこまで時間はか

からないというのが先生の提言、

ナンバーワンということですね。 
 
勝木： 



まさにそうですね。

 
 
ナレーション： 
英語が身につかない理由その２ 
英語教材 
 
勝木： 
街に売ってる英会話の教材全部買ってきて、全部分

析したんですよ。どれが本当に使えるやつかって、

皆さん判定できますか？ 



 
判定でできないですよね？ 
ほとんどが、やっぱり、本を売りたいという気持ち

が入っている本が多いので 
やっぱりやっててもつまんないし結果でない。 
実際、期間だけあって英語ペラペラなった人って聞

いたことあります？ 
ないですよね。ならないですあれじゃ。 
まずね、良い教材を見つけるって言うのが難しいで

すよ、やっぱり。 
仮に見つかったとしてもそれを最後までやり通せる

かって言ったら、やっぱり疑念を持ちながらやるわ

けですよ。 
これ、これだけで本当にいいのかなーって思いなが

らやるわけで、頭入らないですよね。 
 



ナレーション： 
教材が面白くないので頭に入らない 
 
白石： 
TOEICとかってね僕も受けたことあるんですけども
まぁ資格制度じゃないですか、もう点数が高い人が

偉いみたいな。 
点数が高ければ高いほど企業に認められて高収入が

期待されると。 
これ頑張って勉強していればしゃべれるようになる

んじゃないですか 
 
勝木： 
TOEICは英語の学力を試すもんですね。 
喋れる力ではないんですね。 
あれはヒヤリングとライティングだけですもんね、

リーディングと。 
だからそれだけではちょっとダメなので 
やっぱりコミュニケーションする形の学び方が非常

に重要ですよね。 



 
 
白石： 
有名な教材で聞いているだけでとか聞き流すだけで

英語がしゃべれるようになりますよって教材あると

思うんですけどあれはダメなんですか？ 
しゃべれるようになりそうじゃないですか？ 
 
勝木： 
聞いているだけで喋れるんだったら、そんな良いこ

とないですよね 
 
白石： 
なぜしゃべれないんですか？ 
 
勝木： 



ちょっと考えただけでも分かると思いますよ。 
例えば皆さんアラビア語のCDを100時間聞いたら、
アラビア語ぺらぺらになりますか？ 
ならないでしょう？ 
途中で退屈で寝てしまいますよね。 
100時間聞いても、1000時間聞いてもダメですよ。 

 
ナレーション： 
英語を聞き流すだけでは身につかない。 
TOEICを勉強しても英会話はできない。 
 
英語が身につかない理由　その３ 
留学 
 
勝木： 



僕の友達で、ニューヨークにいたときの友達で、25
年間にニューヨークに住んでいたんだけれども、ほ

とんど喋れないんですよ。 
いますよね、ほんとにあの買い物行った時とか

ちょっとそれでまあ通じるくらいのやつで、それ以

外は全然しゃべれないんですよね。 
要するにマインドがちゃんとできてなかったら全然

ダメなわけですよ。 
 
白石：なるほど 
 
勝木：海外に行ったら喋れるようになるっていうの

はありえないってことです。 
 
白石：その違いを生み出す決定的な要素は何です

か？ 
 
勝木： 
いやもう全然向こうに行って話すときに言うことが

わからないって皆さんおっしゃってますよね、何

言ったらいいか 
 
日本語で言いたいことを英語で言えない。要する

に、インプットされてないわけですね、英語の



インプットされてないものを出せ

る、アウトプットできるはずがな

い。 

 
ナレーション： 
海外に住むだけでは英語は話せない 
 
勝木： 
あとね海外留学って辛くなかったですか？ 
 
岩見： 
辛かったです。1回。今日はもうこれでおしまいみた
いな、 
コミュニケーションすら取りたくなくなってしまう

というか、楽しくなくなってしまう。 



 
勝木： 
精神的におかしくなる人多いんですよ 
海外行って、通じないから特に単身で行ったりする

ともう通じないから寂しくなって、気持ちがガー

ンってなってしまう。 
 
ナレーション： 
単身留学は心が病みやすい 
 
英語が身につかない理由　その４ 
義務教育 
 
勝木： 
日本の場合、普通に学校で勉強していだけで、ぺら

ぺらの人って、ほとんどいないですよね。 
なんでだと思います？ 
 

日本の義務教育自体が間違って

る。 



 
ヨーロッパ行くと中学高校を卒業したあたりでみん

なペラペラです、全員。 
喋れない人なんかいないぐらいです、逆に。 
これは何でかというと日本は文法とか単語とか受験

を目指した英語をやる。 
ヨーロッパはどうかというと会話するコミュニケー

ションするための英会話。 
 
ナレーション： 
日本の英語教育は受験のためだけ、英会話は身につ

かない 
 
勝木： 
日本の場合は昔から義務教育で単語ばっかり覚えて

いた。 



受験の英語、難しい英語ばっかりやってきた先生が

英語を教えてる。話せない先生が、頭がいい先生

が、話せない人が教えてる。 
海外は頭いいとかそんなの関係なくて、で本当に話

せる先生が受け持つ。 
 
白石：確かに 
 
ナレーション： 
日本の英語教育は英会話ができない先生が教えてい

る 
 
白石： 
じゃあそもそも英語をしゃべりたい、英会話したい

と思う方にとっては義務教育は何の意味もないと。 
 
勝木： 

何の意味もないです、逆に弊害で

す。 



 
僕なんか一切聞かなかった、授業。 
 
白石： 
聞かなかった？！ 
まさに神童ですね、昔からそうだったんですか。 
 
勝木： 
そうです。だから今まで皆さんがやってきたこと

は、残念ながらほとんど無駄に終わってる。 
実際結果でてないわけですから、ほとんど無駄に終

わっているわけですね。 
そういう勉強方法はもう捨ててください。 
 
ナレーション： 
ここからは英会話ができるようになると 



こんなメリットがあるということをご紹介 
 
白石： 
映画を字幕なしで観てみたいとかね、 
先生こういうのも、そこまで難しくないんですか。 
 
勝木： 
そこまで難しくないです。 
スマートイングリッシュの受講生の方が、今いろん

な映画を観ているわけです。 
「あれもでできた」「この表現でてきた」英語の字

幕をつければ、ほとんどでてきた言葉がわかるし、

それが字幕なしでも、かなりのストーリーが分かっ

てくるはず。 

 
ナレーション： 



映画を字幕なしで楽しめる 
 
白石： 
あとは先生もなによりも、海外旅行に行った時に

ね、外国人の人と話せるようになると、世界各地っ

て「i」っていってね、あの「i」マーク、インフォ
メーションカウンターってあって、どの都市でもい

ろんなパンフレットとかが置いてあって、いろんな

旅行の仕方を自分で設計できるってあるじゃないで

すか、現地に行って。 
やっぱ英語できるようになるとそういうの全部自分

でオーダーメイドで旅行できるわけですから必然的

に楽しいし。 
 
勝木： 
まず最初のスタート地点は海外旅行ですよね。 
 
白石：まずはそっからですよね。 
 
勝木： 
その海外旅行行っても何不自由なく喋れたら、最高

の気分よね。 
それって簡単になるんです。 



 
白石： 
海外の友達をもう話しかけると、どんどんどんどん

みんな友達になるじゃないですか。 
そういうことの可能性も広がってきませんか、先

生。 
 
勝木： 
まさにそうですね。 
 
ナレーション： 
海外旅行が楽しくなる 
さらに 
収入も大幅アップするそうで 
 
勝木： 



僕も外資系に入ったときに、自分の給与明細見たと

きにびっくりして、毎月こんな振り込まれるんだっ

て、転職するたびに、すごいそれがまた増えるんで

す。 
今まで僕は日本の会社で、それまでやってたわけで

すよね。外資に入る前は。 
で、違うのは何か。 
僕自身は変わらないわけですよ。 
変わるのは英語を使うか使わないかの違いだとい

う。 
そこでそんな変わってくる。 

 
やっぱり外資っていうのは 
20代とか10代のお兄ちゃんが、50代60代のおっちゃ
んを使うようなことがいっぱいある、部下になった



り、そういう人が30代で役員になったりしてもう普
通の人の年収の5倍10倍もらう。 
 
ナレーション： 
英会話ができれば収入が10倍に 
 
白石： 
いろんなことを話しましたけども 
旅行とか友達とかビジネスとかいろんな意味でね 
英語っていうのは身につけておくと可能性が広がる

ということだと思うんですけれども 
その先生、皆さん英語を勉強するために人生費やし

てますけどそもそもそんなものを早く卒業して英語

を話して楽しい人生行きたいわけじゃないですか 
 
先生の英語の勉強術っていうのは本当に短期間で身

につくんですか 
 
勝木： 
勉強術じゃないです。 
 
白石： 
勉強って言葉を使っちゃだめですね。 

楽しみ術。 



 
全員：ははは（笑） 
 
ナレーション： 
最後に勝木先生からこれから英会話をマスターしよ

うとしている方々にメッセージが 
 
勝木： 
皆さん本当に優秀です、日本人。 

だから自信をもってやってほしいん

ですよね。 
 
英語だけができないんだと、英語さえできれば日本

人は世界中で活躍できるんで、自分に誇りを持っ

て、英語を楽しみながら短期間でマスターして、あ



とは自分の幸せな人生をつかんでい

ただきたい。 

 
白石： 
良いですね～。今のは本当に、いいですね。熱くな

りました。 
 
ではですね、いよいよ次回 
無駄なく確実に英会話を身につける先生の勉強法 
勝木流の勉強法というのを皆さんに公開してシェア

していきたいと思いますので 
ぜひ楽しみにお待ちしていただければと思います。 
 
はい、それではですね皆さん次回の動画でまたお会

いしましょう！ 



 
勝木・白石： 
ありがとうございました！！ 
（拍手） 
 
ナレーション： 
次回の脳科学ゲームで遊んでいるだけで面白いほど

話せるようになる英会話は 
 
勝木： 
英語って実は世界で一番簡単な言語だということ

知ってましたか？ 

 
 
ナレーション： 



英語は難しいと思っているあなたそれは単なる思い

込みなんです 
 
勝木： 
学校で学んで来てないけどね 
 
ナレーション： 
英語の正しい勉強方法を学校は教えてくれていな

かった 
 
勝木： 
だから発音だけなんです。発音が全てなんです。 
 
ナレーション： 
英語の勉強は発音が全て。 
 
勝木：Pッッッ！（ペッッッッ！） 



 
ナレーション： 
誰でも発音できるようになる方法を大公開 
さらに英語の聞き取りに関する新事実も 
 
勝木： 
音の存在をみなさんが知らないわけです。 
 


