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wordtank Z410 体験レポート

wordtank Z410

実際に高校の教壇に立つ英語の先生に
Z410をモニター使用していただきました。

駒場東邦中・高等学校
英語教諭

佐藤仁志 先生

　この電子辞書を使ってみてまず感心したのは、「マル
チジャンプ」機能がすごく使いやすい点ですね。たとえ
ばZ410に多読用コンテンツとして収録されている「オッ
クスフォード・ブックワームズ・ライブラリー」の作品
を読みながら、知らない単語があれば、付属のスタイラ
スでサッと範囲選択してタップするだけ。一瞬でその単
語の意味や類義語を調べられます。よく「多読は辞書を
使わないほうがいい」と言われますが、このように読書
の楽しみを損なわずに素早くジャンプできるなら、辞書
を引きながらの多読も個人的には大いに「あり」だと思
いますね。

　ほとんどの大学入試で必須科目であるばかりでなく、今や社会
人にとっても必須スキルとなりつつある英語。Z410はそんな英
語力を頭の柔らかい高校生のうちに徹底的に鍛え、同時に、「学
ぶ喜び」を味わってもらうためのツールです。これまでの学習モ
デルのように「英和」「和英」「英英」だけでなく、大学入学後
も長く使える英和大辞典と英語教育に力を入れている学校では
以前から活用されてきた「類語」辞典を収録したことで、より実
践的な学びが可能になりました。もちろん、国公立大の入試に
も対応できる６教科14科目のコンテンツを収録。まるでスマート
フォンのように、フラット、スライド、チルトの３WAYでスタイリッ
シュに使用できる点も、おしゃれに敏感な高校生にピッタリ。高
校の入学祝いなどにもおすすめの１台です。

　私が教えている高校でも今や８～９割ほどの生徒たち
が電子辞書を持っています。でも実際に全ての機能を使
いこなせている生徒はごく一部の様子。その点、Z410
は「複数辞書検索」など、本当に便利な機能が使いやす
く工夫されています。高校で英語力が伸びる生徒は、例
外なく「先生に言われなくてもどんどん調べる生徒」。
Z410なら、生徒達のそんな「調べたい気持ち」を後押
ししてくれそうです。
　このような便利なツールでどんどん英語力を高めて、
ぜひ１人でも多くの生徒が将来、その英語力を世の中の
ために役立てて欲しいと願っています。

知識がどんどん横に広がる
「マルチジャンプ」機能

辞書の例文・解説文や多読用コンテンツでも、気になる部
分をサッと範囲指定＆タップしてジャンプ！　知識がどん
どん広がる楽しみが、さらなる学習意欲を喚起する。

生徒たちの「調べたい気持ち」に
しっかり応えるZ410、気に入りました！

大学入試もラクラク合格できて
「本物の英語力」も身につく１台！

 佐藤
先生の

注目

英語59コンテンツ！
→英語で選べば
やっぱりキヤノン！

ブラック ピンクホワイト

新・高校生モデル

wordtank Zシリーズ スペシャルサイトへ今すぐアクセス!! 



　キムタツ先生によれば、経済・文化のグローバル化を

背景として、高校生の間でも「受験英語にとどまらず、将

来の役に立つ本物の英語力を身につけたい」という意識

が高まっているという。

　この点についてキムタツ先生は、「実は、『受験を確実

にクリアできる英語力』と『世界で通用する英語力』は、

同じものなんです」と強調する。どういうことだろうか？

たとえば、「私はうれしい」の英作文。問題集の「正解」

だけ確認して終わっていたら、本物の英語力を身につけ

るどころか、大学受験をクリアすることもままならない。

日本語では同じになる英語表現でも、前後の文脈によっ

て「正解」が「正解」でなくなる場合もあるからだ。

　そこでキムタツ先生の授業では、４種類の辞書が登場

キムタツ先生おすすめ！ 電子辞書大活用

「クワトロ学習法」＆
「タイムマネジメント学習法」

部活や趣味、それに読書や友達との時間も欲しいけれど、大学受験でも妥協はしたくない
――そんな高校生のために、キムタツ先生こと木村達哉先生が提唱する「クワトロ学習法」＆
「タイムマネジメント学習法」をご紹介します。

木村達哉 先生
灘中学・高等学校の英語
教諭。奈良県の進学校に
て教鞭を執った後、1998
年より現職。『夢をかなえ
る英単語 ユメタン』（アル
ク）など受験英語に関す
る著書多数。講演も各地
で精力的に行う。通称「キ
ムタツ先生」。

参照：『記憶について』（H.エビングハウス著／誠信書房1978）

心理学者ヘルマン・エビングハウス（1850-1909）が“学
習からの経過時間”と“記憶保持量”の関係を示した
グラフ。これを見ると、学習内容は急速に忘却が進み、
９時間後には64％も忘れてしまうことが分かる。

　午前中の授業なら昼休み、午後の授業
は帰宅途中や帰宅後すぐに復習。正しい
理解が記憶に残っているうちの復習なら、
１科目につき5～10分の復習で十分！

学習から「９時間以内」の
スピード復習

　通学時の電車の中や帰宅後にソファー
に寝転がっている時間こそ、英単語学習
のチャンス！ その小さな積み重ねが、英
語力アップへの原動力になる！

「すきま時間」を使った
英単語力アップ

wordtank Z410で
勉強の時間効率を高めれば
難関校合格も夢じゃない！

する。具体的にはまず、①和英辞書で「うれしい」には

glad、happy、delighted、pleasedなどいろいろな表現

があることを知る。次は②英英辞書でそれぞれの語の用

法を調べて、その分からない部分を③英和辞書で確認。

最後に、④類語辞典で似た表現をチェックする。

　４種類の辞書を活用するこの「クワトロ学習法」のプ

ロセスを繰り返すことで、それぞれの表現の微妙なニュ

アンスの違いに気づき、将来、自分の考えを世界に向け

て力強く発信するための豊かな表現力を蓄積していくこ

とができるという。もちろん、そんな盤石の英語力は、

難関大学の合格にも直結している。

　「wordtank Z410なら、学習電子辞書としてベーシック

な英和、和英、英英に加えて、さらに英語類語辞典ま

で入っている。僕が灘校で教えている勉強法を、たった

１台で実現できる。こんな便利なツール、使わない手はな

いでしょう」

　キムタツ先生はまた、「勉強は長時間ダラダラやっても

ダメ。学習効率を意識することが大切」と主張する。

　具体的には、時間効率を意識した「タイムマネジメント

学習法」がおすすめという。これは「学習から９時間以

内の復習」と「すきま時間を使った英単語力アップ」を

特色とする。前者の「復習」については、灘校でのキム

タツ先生の授業はなんと「予習禁止」とのこと。

　「予習をしっかりして授業に臨めば先生のウケもいいし、

本人も勉強している気になるでしょう。でも本当に力がつ

くのは、復習。これは１時間の授業に対して５分から10

分でOKです。その際、“忘却曲線”（図１参照）を意識して、

その日のうちに復習するのがコツです」

　予習は知らない単語の意味をさっと調べるだけ。その

分、授業中に先生の話をしっかりと聞いて、あとで電子辞

書の検索履歴などを使って授業の内容を振り返ってみる 

―― その繰り返しでどんどん実力が伸びていくという。

　もうひとつのコツ、「すきま時間を使った英単語力アッ

プ」にも電子辞書が深く関わっている。

　「英語は単語を知らなきゃ話になりません。でも、単語

学習にはそれなりの時間がかかります。その負担を減ら

すには、通学時などのすきま時間の活用と、記憶への定

着率が高い単語集を使うこと。その意味でも『ユメタン』

シリーズ５冊を音声ごと収録したwordtank Z410は、

“持っている”だけでなく、ぜひ“使いこなして”欲しい

ですね」

　高校生活を思い切りエンジョイしながら、大学入試では

難関校を狙いたい ―― そんな欲張りな高校生にとって、

キムタツ先生の提唱する学習法は、試してみる価値が大

いにありそうだ。

２つの重要ポイント

キムタツ式
タイムマネジメント学習法 図１：エビングハウスの忘却曲線

キムタツ先生がチェック wordtank Z410はここがスゴい！

『ユメタン』シリーズを収録 「クワトロ学習法」を実現する
４種類の英語辞書を完備
　英和・和英・英英・類
語の４種類の辞書を収
録。英和辞典は収録語数
約34万5000項目の『ラン
ダムハウス英和大辞典』
を筆頭に、学習辞典とし
ていずれも評判の高い
『ジーニアス』『プログレッシ
ブ』『オーレックス』の４冊。
さらに３冊の和英辞典と
２冊の英英辞典、それに
『オックスフォード英語類
語辞典』まで完備。それ
ぞれに特徴のある豊富な
英語辞書群により、英語
に関する疑問をスピー
ディーに解消できる。

　『ユメタン』は重要単語
を100語ずつ1週間かけて
頭に叩き込む方法により、
「いちど覚えたら忘れな
い」と評判の英単語集。
wordtank Z410は『ユメタ
ン０（中学修了～高校基
礎レベル）』から『ユメタ
ン３（東大・京大レベル）』
までの４冊と『ユメジュク』
のシリーズ５冊をネイティ
ブ音声とともに収録。さら
に、ゲーム感覚で楽しく学
べるクイズ（学習）機能も
搭載している。

多読用の素材もタップリ

　英語多読用の素材として人気の高い「オックス
フォード・ブックワームズ・ライブラリー」を30
冊分もボリューム収録。古典的名作の数々をい
つでもどこでも易しい英語で楽しめるだけでな
く、分からない単語はマルチジャンプ機能で調べ
ることにより、語い力が身につく。

６教科14科目に対応

　英語以外にも国語、数学、理科、地歴、公民の学習
コンテンツをたっぷりと収録し、国公立大学の受験にも
これ１台で対応。山川出版社の用語集なども「全文検索」
の対象になるため、知的欲求が高い高校生の「もっと
知りたい」思いにしっかりと応えることができる。

一生の宝になる本物の英語力が
しっかり身につく「クワトロ学習法」

“復習”重視で学習効率を上げる
「タイムマネジメント学習法」
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ブ』『オーレックス』の４冊。
さらに３冊の和英辞典と
２冊の英英辞典、それに
『オックスフォード英語類
語辞典』まで完備。それ
ぞれに特徴のある豊富な
英語辞書群により、英語
に関する疑問をスピー
ディーに解消できる。

　『ユメタン』は重要単語
を100語ずつ1週間かけて
頭に叩き込む方法により、
「いちど覚えたら忘れな
い」と評判の英単語集。
wordtank Z410は『ユメタ
ン０（中学修了～高校基
礎レベル）』から『ユメタ
ン３（東大・京大レベル）』
までの４冊と『ユメジュク』
のシリーズ５冊をネイティ
ブ音声とともに収録。さら
に、ゲーム感覚で楽しく学
べるクイズ（学習）機能も
搭載している。

多読用の素材もタップリ

　英語多読用の素材として人気の高い「オックス
フォード・ブックワームズ・ライブラリー」を30
冊分もボリューム収録。古典的名作の数々をい
つでもどこでも易しい英語で楽しめるだけでな
く、分からない単語はマルチジャンプ機能で調べ
ることにより、語い力が身につく。

６教科14科目に対応

　英語以外にも国語、数学、理科、地歴、公民の学習
コンテンツをたっぷりと収録し、国公立大学の受験にも
これ１台で対応。山川出版社の用語集なども「全文検索」
の対象になるため、知的欲求が高い高校生の「もっと
知りたい」思いにしっかりと応えることができる。

一生の宝になる本物の英語力が
しっかり身につく「クワトロ学習法」

“復習”重視で学習効率を上げる
「タイムマネジメント学習法」
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大学受験も
ラクラク突破！
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難関大入試＆センター試験の英語対策はこれでバッチリ！

大学入試に勝てる！
“カリスマ電子辞書”活用法

灘校 英語教諭
キムタツ先生

❶キムタツ先生監修
　『ユメタン』収録
❷英和・和英・英英・類語
　４種の辞書で表現力ＵＰ
❸６教科14科目対応

“受験
に役立

つ便利
な機能

”満載
の

word
tank

 Z410

堂々デ
ビュー

！

電子辞書大活用
「クワトロ学習法」＆
「タイムマネジメント学習法」

新高校生
必見！

大学入試に勝てる！
“カリスマ電子辞書”活用法

●お求めは信用のある当店で

0212AC050 00439732

制作協力：キヤノンマーケティングジャパン株式会社　制作：株式会社アルク

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます

受付時間〈平日〉9：00～20：00〈土/日/祝〉10：00～17：00（1／1～3は休ませていただきます）
※海外からご利用の方、または050から始まるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9632を
　ご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

wordtank Z410 体験レポート

wordtank Z410

実際に高校の教壇に立つ英語の先生に
Z410をモニター使用していただきました。

駒場東邦中・高等学校
英語教諭

佐藤仁志 先生

　この電子辞書を使ってみてまず感心したのは、「マル
チジャンプ」機能がすごく使いやすい点ですね。たとえ
ばZ410に多読用コンテンツとして収録されている「オッ
クスフォード・ブックワームズ・ライブラリー」の作品
を読みながら、知らない単語があれば、付属のスタイラ
スでサッと範囲選択してタップするだけ。一瞬でその単
語の意味や類義語を調べられます。よく「多読は辞書を
使わないほうがいい」と言われますが、このように読書
の楽しみを損なわずに素早くジャンプできるなら、辞書
を引きながらの多読も個人的には大いに「あり」だと思
いますね。

　ほとんどの大学入試で必須科目であるばかりでなく、今や社会
人にとっても必須スキルとなりつつある英語。Z410はそんな英
語力を頭の柔らかい高校生のうちに徹底的に鍛え、同時に、「学
ぶ喜び」を味わってもらうためのツールです。これまでの学習モ
デルのように「英和」「和英」「英英」だけでなく、大学入学後
も長く使える英和大辞典と英語教育に力を入れている学校では
以前から活用されてきた「類語」辞典を収録したことで、より実
践的な学びが可能になりました。もちろん、国公立大の入試に
も対応できる６教科14科目のコンテンツを収録。まるでスマート
フォンのように、フラット、スライド、チルトの３WAYでスタイリッ
シュに使用できる点も、おしゃれに敏感な高校生にピッタリ。高
校の入学祝いなどにもおすすめの１台です。

　私が教えている高校でも今や８～９割ほどの生徒たち
が電子辞書を持っています。でも実際に全ての機能を使
いこなせている生徒はごく一部の様子。その点、Z410
は「複数辞書検索」など、本当に便利な機能が使いやす
く工夫されています。高校で英語力が伸びる生徒は、例
外なく「先生に言われなくてもどんどん調べる生徒」。
Z410なら、生徒達のそんな「調べたい気持ち」を後押
ししてくれそうです。
　このような便利なツールでどんどん英語力を高めて、
ぜひ１人でも多くの生徒が将来、その英語力を世の中の
ために役立てて欲しいと願っています。

知識がどんどん横に広がる
「マルチジャンプ」機能

辞書の例文・解説文や多読用コンテンツでも、気になる部
分をサッと範囲指定＆タップしてジャンプ！　知識がどん
どん広がる楽しみが、さらなる学習意欲を喚起する。

生徒たちの「調べたい気持ち」に
しっかり応えるZ410、気に入りました！

大学入試もラクラク合格できて
「本物の英語力」も身につく１台！

 佐藤
先生の

注目

英語59コンテンツ！
→英語で選べば
やっぱりキヤノン！

ブラック ピンクホワイト

新・高校生モデル

wordtank Zシリーズ スペシャルサイトへ今すぐアクセス!! 


