
Comments

Practicing sounds Phonetics http://soundsofspeech.uiowa.edu/index.html#english 発音の練習ができます。
Howjsay http://www.howjsay.com/ 単語の発音サイト

Starfall
http://www.starfall.com/n/level-a/learn-to-
read/load.htm?f

フォニックスで子供の本ときれいな発音で読んでくれます。

Speech Accent Archive http://accent.gmu.edu/ アクセント、発音のチェックのサイト
Natural Reader https://www.naturalreaders.com/ テキスト読み上げソフト
WASP https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/wasp.php スピーチ分析ソフト

General practice Randall’s Cyber Listening Lab http://www.esl-lab.com/
英語の先生のサイト：会話からレクチャーまであります。クイズ
もあり、点数がすぐわかります。

News VOA Special English
http://www.voanews.com/specialenglish/programs.cf

m

アメリカ発信のニュースですが英語を母語としていない人用に
ゆっくりしゃべっています。

Breaking News English http://www.breakingnewsenglish.com/

ニュースを短く伝えて、Exerciseをやって勉強できるようになっ
ています。記事の読み上げはイギリスアクセントの男性かアメ
リカアクセントの女性の声と読み上げスペードを選択できま
す。Ｌｅｖｅｌは0から６まであります。

CNN Student News https://edition.cnn.com/cnn10 学生用のアメリカCNNニュースサイト
Asahi Shimbun http://www.asahi.com/english/ 朝日新聞の記事をピックアップしています。

60-second Science
http://www.scientificamerican.com/podcast/60-

second-science/

最新科学技術研究を一般の聴衆が理解できるよう2分ぐらい
にまとめて紹介

Nature Podcast http://www.nature.com/nature/podcast/
最新の科学技術研究をラジオ番組風に一般の聴衆が面白く
感じるように紹介

Vocabulary,

Grammar
SCoRE corpus concordancer http://www.score-corpus.org/concordance/jp/ 検索単語を含む簡単な英文の使用例に和訳が付いてる

Just the Word http://www.just-the-word.com/
検索単語を含むフレーズの使用例が大規模コーパスから示さ
れる

Ozdic http://www.ozdic.com/ 検索単語の意味と使用例

FreeRice http://freerice.com/
クイズに正解すると国連のWorld Food Programmeへ米粒10

個寄付くることになる。英語の単語クイズだけでなく、文学、化
学、数学などの科目もあります。

Flash Quizzes for English Study http://a4esl.org/q/f/ 単語、文法の練習できるクイズ

http://a4esl.org/ 様々な学びのサイト(英語と他の言語）

http://www.manythings.org/j/daily/ 毎日の単語クイズ
http://quizlet.com/class/1040500/ ＱｕｉｚｌｅｔでＮＧＳＬの勉強のできるサイト

Punctuation Guide http://www.thepunctuationguide.com/ 句読点の名前がわからなくっても調べられるサイト

Punctuation marks
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/marks/
marks.htm

句読点の名前がわからなくっても調べられるサイト

English for Uni https://www.adelaide.edu.au/english-for-uni/
オーストラリアのUniversity of Adelaideの文法、ライティング
のルールを丁寧に説明するサイト；スキットが面白い！

Transition Words
http://www.smart-words.org/linking-words/transition-

words.html
つなぎの言葉のサイト
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Grammar materials
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.ht
m

文法の説明

Rewordify https://rewordify.com/index.php 複雑な文章を分解するオンラインソフト
University of Adelaide: Other

useful sites

https://www.adelaide.edu.au/english-for-uni/other-

useful-websites/
University of Adelaideの他のサイトへのリンク

Dictionaries and

references
OneLook Dictionary http://www.onelook.com/ 英-英辞書ですが900以上の辞書を同時検索できます。

Weblio 共起表現 http://ejje.weblio.jp/concordance/ 和-英、英ー和辞書、例文、共起表現集
ALC http://www.alc.co.jp/ 和-英、英ー和辞書で例文が豊富
究極の辞書 https://www.sangyo-honyaku.jp/dictionaries 医療、IT,ビジネス、人文の分野別で検索できる辞書
Simple English Wikipedia http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipediaの簡単な英語版

https://ja.wikipedia.org/wiki/シンプル英語版ウィキペ
ディア

Simple English Wikipediaの日本語の説明

Kyoto Life Science Dictionary https://lsd-project.jp/cgi-bin/lsdproj/ejlookup04.pl 医療系の専門サイト

PopUp dictionaries http://www.popjisyo.com/WebHint/Portal.aspx
このサイトにアクセスして別のサイトのページを開くとかマウス
を動かすと辞書が単語のそばに現れる。

Academic writing
AWSum (Academic Word

Suggestion Machine)
http://langtest.jp/awsum/

論文の各部分に頻繁に出現する共起表現（言語教育関係の
表現が多いが他の分野の参考になる）

Research Centre for Professional

Communication in English
http://rcpce.engl.polyu.edu.hk/RACorpus/default.htm 論文コーパスのオンライン検索のできるサイト

Online PhraseBook http://englishforresearch.com/phrasebook/ 論文執筆に便利な共起表現集
Manchester Academic

Phrasebank
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/ アカデミック表現のプレーズ

WriteAway http://writeaway.nlpweb.org/ 共起表現集
Using English for Academic

Purposes

http://www.uefap.net/writing/writing-

introduction/writing-introduction-introduction
Andy Gilletのアカデミック英語のサイト

Academic

presentations

The Craft of Scientific

Presentations

http://www.craftofscientificpresentations.com/teachin

g-films.html
Penn State Michael Alley先生のサイト

Using English for Academic

Purposes
http://www.uefap.net/speaking/speaking-introduction Andy Gilletのアカデミック英語のサイト

 Corpus tools and

related sites
AntConc http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/

コンコーダンスソフトのサイト. AntConc 3.3.5(beta)はWindows

もMacも使いやすくなりました。
http://language.sakura.ne.jp/s/corpus.html 日本語でのコンコーダンスツールの紹介

CasualConc https://sites.google.com/site/casualconc/ Mac用のコンコーダンスツールです。For Mac users.

https://sites.google.com/site/casualconcj/

AntCorGen http://www.laurenceanthony.net/software/antcorgen/
Corpus generation tool. 自動でコーパスを作るツール。今な
PLOS ONEの論文のみです。

Google Books search http://books.google.com/ngrams/
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http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm
https://rewordify.com/index.php
http://www.onelook.com/
http://ejje.weblio.jp/concordance/
http://www.alc.co.jp/
https://www.sangyo-honyaku.jp/dictionaries
http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://ja.wikipedia.org/wiki/シンプル英語版ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/シンプル英語版ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/シンプル英語版ウィキペディア
https://lsd-project.jp/cgi-bin/lsdproj/ejlookup04.pl
http://www.popjisyo.com/WebHint/Portal.aspx
http://langtest.jp/awsum/
http://rcpce.engl.polyu.edu.hk/RACorpus/default.htm
http://englishforresearch.com/phrasebook/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
http://www.craftofscientificpresentations.com/teaching-films.html
http://www.craftofscientificpresentations.com/teaching-films.html
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/
http://language.sakura.ne.jp/s/corpus.html
https://sites.google.com/site/casualconc/
https://sites.google.com/site/casualconcj/
http://books.google.com/ngrams/


(TCSE) TED Corpus Search

Engine
http://yohasebe.com/tcse/ TED Talksのコーパス検索サイト

JECPRESE http://www.jecprese.sci.waseda.ac.jp/
口頭発表で使用された日英表現の事例を目的別にまとめた
コーパス検索サイト。まだ構築中だが英語と日本語の検索が
可能。

OnCAL http://www.oncal.sci.waseda.ac.jp/index.aspx

アカデミックな理工系分野の無料オンラインコーパス。日本人
を含めた非英語母語話者の研究者・大学教員が英語で授業
をする際の参考になる。早稲田大学、MIT、スタンフォード大
学の講義も含まれる。

BYU Online Corpora http://corpus.byu.edu/ 無料コーパスへのリンク

Culture
American Rhetoric:  Top 100

Speeches

http://www.americanrhetoric.com/top100speechesall.h

tml
アメリカの有名なスピーチ

http://www.americanrhetoric.com/moviespeechesa- 映画の名場面

Audiobooks from public domain http://librivox.org/
コピーライトの切れた有名な小説、詩、劇などの読み上げサイ
ト。本などのダウンロードの無料サイトも紹介しています。

TED (Technology,

Entertainment, Design)
http://www.ted.com/index.php/themes

学術・エンターテイメント・デザインなど様々な分野の講演の
無料動画配信。講演者には非常に著名な人物が多い。

(TCSE) TED Corpus Search

Engine
http://yohasebe.com/tcse/ TED Talksのコーパス検索サイト

Government Sites
U.S. FDA (Food and Drug

Administration)
https://www.fda.gov/default.htm FDA（米国食品医薬品局）のPodcast

FDA Drug Safety Podcasts
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/DrugSafetyPod

casts/UCM2007003

CDC (Centers for Disease

Control and Prevention)
http://www2a.cdc.gov/podcasts/

最新の疾患に関する情報で日本でも有名なCDC（米国疾病

対策センター）のPodcast　（スクリプトあり）
NIH (National Institutes of https://videocast.nih.gov/Podcasts.asp NIH（米国国立衛生研究所）のvideocasts, podcasts

ESP notes
Osaka University Clinical Club

Medical Writing

http://www.med.osaka-
u.ac.jp/pub/kid/clinicaljournalclub7.html

ESP講座の受講者という立場からジャンルを解説しています。

Teaching ESP Writing: OCHA

in a CALL Class

http://www.cmc.osaka-u.ac.jp/j/publication/for-

2003/40-45.html

CALL (Computer Assisted Language Leaning) 教室でのESP

のWriting授業の紹介
専門英語作文指導：CALL授業

におけるOCHAについて（要旨）
http://www.cmc.osaka-u.ac.jp/j/publication/for-
2003/index.html

上記の日本語翻訳

The CALL classroom as a

window to systemic literacy

http://www.cmc.osaka-u.ac.jp/j/publication/for-
2009/index.html

CALL (Computer Assisted Language Leaning) 教室でのESPに

よるsystemicに文書をとらえるアプローチの紹介
Translation for whom? http://www.simulacademy.jp/?eid=63
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