
楽楽英語カテゴリー：有名人から学ぶ英語 

（２０１９年から２０２１年４月） 

１：VOGUEで英語（１）～（１０） 

２：YouTuber（１）～（６） 

 

 

Vogueで英語 

 

 

（１）Vogueで英語：ミランダカーのオーストラリア英語講座 

 

 

 

下にレクチャーのポイント 7つをまとめてみた。 

①Soft Intonation 

抑揚をちいさく 

Talk without moving the tongue so much. 

②”アイ” becomes “オイ”. 

pirates ポイライツ 

③”エイ” becomes “アイ”. 

grape, eight, May 8th, マット・ダイモン 

④”æ̀” becomes “eh”. 

dadが dudみたいな感じ 

⑤Drop you Ts, Rs, Gs! 語尾を発音しない 

rat: ラッ goat: ゴー 

⑥Everything a question. 語尾が上がって疑問文に聞こえる 

⑦Shorten words. 

ミランダ: ランダ 

breakfast: brecky 

present: pressie 

mosquito: mozzie 



barbecue: barbie 

chocolate: chocky 

 

 

 

（２）Vogueで英語：ミランダカーの日常 

 

 

 

①Breakfast 

avocado: アボカド 

Ghee: ギー、インドを中心に作られているバターの一種 

朝からアボカドトースト、おいしそうだ。 

②Kundalini Yoga 

クンダリーニヨガには 

breathe, mantra, meditation, and relaxation の４つすべてが含まれているそうだ。 

③Shopping 

Free-range chicken: 放し飼いで育てたチキン 

organic: 有機栽培の 

「free-range」と「organic」は健康志向の人には常識のようだ。 

④Making salad 

spinach: ほうれん草 

arugula: ルッコラ（イタリア野菜） 

radish：だいこん 

cucumber：きゅうり 

green beans：さやえんどう 

parsley：ぱせり 

avocado：アボカド 

 



 

（３）Vogueで英語：エマワトソンのバッグの中身 

 

 

 

バッグに入っていたものをしたにまとめてみた。 

日常で使われている何気ないものを英語で言うとこんな感じになる。 

①Scarf 

 

②Two phones 

個人用と仕事用の二つらしい。 

 

③Hair scrunchy：シュシュ 

 

④Pop rocks 

口の中でパチパチとはじけるお菓子。 

 

⑤Vitamins 

サプリメント。 

 

⑥A book 

 

⑦Five-minute journal 

journalとはメモ・日記みたいな意味。 

diaryが個人的で人には見せないのに対して、journalは人に見せたりするものらしい。 

 

⑧Thank-you card 

 

⑨Hot water bottle 



環境に気を使っている 

 

⑩Deodorant 

デオドラント 

 

⑪Nutella 

ナッツベースのペーストに砂糖、ココアなどを加えたチョコレート風味のスプレッド。 

 

⑫Glass straw 

環境に気を使っている 

 

⑬Makeup bag 

化粧品 

 

⑭Keys 

 

⑮Hydrating mist 

保湿用ミスと 

 

⑯Sun glasses 

 

⑰Muscle rub 

マッサージ用 

 

⑱Tooth mousse 

歯のミネラルパックみたいな商品 

 

⑲Sun screen 

日焼け止め 

 

⑳Nail polish 

マニキュア 

 

 

 

 



 

（４）Vogueで英語：セレーナゴメスに７３の質問 

 

 

 

質問の中で使われている英語の中で気になるものをピックアップしてみた。 

「heads-up」 

前もっていっておくこと 

 

「hang out with my friends」 

友達とたむろする 

 

「eating my Nana’s food」 

「Nana」は「おばあちゃん」の意味 

 

「pet peeve」 

むかっとするもの 

 

「spirit animal」 

自分の魂を象徴する動物、占いなどで使われる 

 

「Treat others how you wish to be treated.」 

好きな教え「自分がされて嬉しいことを他人にもしなさい」 

 

「Everyone is equal, and everything happens for a reason.」 

好きな教え「みんな平等、すべては理由があって起こる」 

 

「Blast in the car」 

「blast」は「とても楽しい時間」 

最後に得意のジョークを。 



What did the pirate say on his 80th birthday? 

Aye matey! (アイムエイティ) 

 

 

 

（５）Vogueで英語：テイラースウィフトに７３個の質問 

 

 

 

質問の中で気になる英語をピックアップしてみた。 

 

「clickbait」 

閲覧者にその気にさせるリンク 

「bait」は「えさ」の意味。 

最近あきあきしていることは？の質問に対して。 

 

「spontaneous」 

自発的な、自然発生してくる 

自分のことを「very spontaneous person」と言っている。 

 

「chicken tenders」 

鶏肉料理の一種。 

好きな食べ物は？の質問に対して。 

 

「double-jointed」 

関節が非常にやわらかい 

特技は？の質問に対して。 

「cartwheel or handstand」 



側転または逆立ち 

できないことは？の質問に対して。 

 

「What does creative mean to you?」 

Getting inspiration and having that lighting bolt idea moment and then having the hard work 

ethic to sit down at the desk and write it down. 

テイラースウィフトの考え方がわかる。 

 

「spirit animal」 

あなたを表す動物のこと（占いなどで使われる） 

イルカだと答えている。 

理由は「They’re sociable」らしい。 

 

「pre-show rituals」 

ショーが始まる前に行う儀式、ルーティーン 

ストレッチして、体、のどを暖かくする。 

 

 

 

（６）Vogueで英語：ブレイクライブリー 

 

 

 

質問の中での英語をピックアップしてみた。 

 

「My company is launching.」 

launchは「開始する、着手する」会社を始めるらしい。 

「Which sex-in-the-city character do you identify the most?」 



identifyは「同一視する」という意味。 

彼女は「男性陣」だと答えている。 

 

「What’s the surprise that made you cry?」 

答えは Stubbing my toes.と答えている。 

stub one’s toesで「つま先をぶつける」となる。 

 

「If you can do a flash mob, where would it be?」 

flash mobとは「ネットでの呼びかけで参加した者たちが特定の場所に集まっていきなり

何かのパフォーマンスを行うこと」 

彼女は「In a pool, synchronized swimming」と答えている。 

 

 

 

 

（７）Vogueで英語：マーゴットロビー 

 

 

 

動画の中でのおもな英語を下にまとめてみた。 

 

What’s one thing that you’d love to master? 

: I’d really love to be good at pool. 

「pool」ビリヤードをする 

「pool」と「billiard」は少し違いがあるようだ。 

一般的には「pool」が普通のようだ。 

「billiard」は穴のないテーブルで行うゲームを指すことがある。 

Are you a texter or a caller? 



: I’m a caller. 

メール派か電話派か？ 

メールを送ることを「text」という。 

 

You’ve ever played in Rugby League? 

オーストラリアには二つのラグビーがある。 

いわゆる世界中でプレイされているのが「Rugby Union」で 

オーストラリア独自ルールのラグビーが「Rugby League」である。 

 

Do you have to be able to relate or like the character in order to play? 

「relate」関係がある、関連がある 

 

Comic book buffs or historical experts who are harder to please as audience members? 

「buff」マニア 

 

What female performer is blowing your mind right now? 

: Phoebe Well. 

「blow your mind」驚かす 

 

On a scale of one to ten, how good are you? 

: Two 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（８）Vogueで英語：ビリーアイリッシュと AIの質問 

 

 

 

インタビュー動画の中から 10個の質問をピックアップしてみた。 

英語で会話をするときに、うまく質問できるというのは 

英語をうまく話すことができるかどうかの分かれ道と言っても過言ではない。 

 

①What are you like? 

②What are you missing out? 

「miss out」機会を失う 

③Who consumed so much of your power in one go? 

「consume」消費する 

「in one go」一回で、一気に 

「どんな人といたら疲れる？」みたいな感じ。 

④How much of the world is out of date? 

「out of date」時代遅れの 

⑤What used to be a pretty big deal to you? 

「big deal」大変なこと 

⑥Was there a paint where you decided you’d rather look up to the sky or the internet? 

⑦Do you ever wear the headphones with sounds in them? 

⑧How does it feel knowing your feelings have garnered this much attention? 

「garner」獲得する 

⑨Do you want to go back to being anonymous? 

「anonymous」無名の 

⑩Have you ever seen the ending? 

この質問はちょっと抽象的で分かりにくいが、 



質問者が AI なのでどういう意味なのだろうか。 

 

 

 

（９）Vogueで英語：バーバラパルビン 

 

 

 

それではバーバラパルビンのモーニングルーティーンから英語を 

学んでみよう。 

(10:35) 

Wake up with stuffed animals（ぬいぐるみ）. 

She loves to watch a little bit of “Friends” before she starts her day. 

She cleans up a little. 

She puts on make-up. 

(11:02) 

She’s ready for breakfast. 

She’s been less active on her social media, because she’s stepped back(しりぞく) from it. 

After eating breakfast, she’s ready for a spa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（10）Vogueで英語：キムカーダシアン 

 

 

 

①What did you do for the first 30 minutes of your day? 

A: I woke up at 5:45, brushed my teeth, got ready, headed for the gym, and worked out. 

「work out」トレーニングする 

 

②What’s the most important thing that you want your kids to know? 

A: I want my kids to be kind and to treat everybody the same way. 

「treat」待遇する、取り扱う 

 

③Whose career do you respect and admire the most? 

A: I would say my mom’s, because at 50 years old, she really didn’t know how she was going to 

make ends meet and take care of all these kids and after 50, she built this whole huge empire. 

「make ends meet」収支を合わせる 

 

④What’s the most overused phrase right now? 

A: Probably, “It’s lit.” 

 

⑤What drives you the most crazy? 

A: I think unorganized closets? 

「drive someone crazy」人の気を狂わせる 

 

⑥If you could have dinner with anyone living or not living, who would it be? 

A: Definitely my dad! 

 



⑦You have over 130 million instagram followers. What is it like? 

A: It’s so crazy just to think about it. 

 

⑧What’s the craziest thing a fan has ever done? 

A: A fan has asked me to legitimately adopt him. 

「legitimately」合法的に 

「adopt」養子にする 

 

⑨What’s something about you that you wish more people focused on? 

A: I wish they would not focus on my ass all the time. 

 

⑩What’s the most useful thing that your mom has ever told you? 

A: My mom in business has always told me to really keep everything that I’m doing private 

and not really announce anything until it’s ready to go. 

準備ができる前にべらべらと話過ぎると、そのアイデアを盗まれてしまう恐れがあるから

なのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YouTuberで英語 

 

 

（1）YouTuberで英語：Pokimaneとフォートナイト 

 

 

 

Pokimaneとは？ 

ゲーム配信をするモロッコ出身の女性。 

ウィキペディアを見て見ると、国籍はカナダとモロッコとなっている。 

現在はアメリカ在住なので、基本的にアメリカ英語だと思う。 

ゲームの Twitchでのゲーム配信が主な仕事で、 

同時に Youtubeでもゲーム配信をしている。 

名前の「Pokimane」は、ポキマニと読む。 

名前の由来は「ポケモン」と、本名の「イマネ」を組み合わせたらしい。 

ポケモンが好きということで、動画の中では親日だとも言っている。 

Pokimaneの Youtubeページを見てみるといろいろなゲームをプレイしている。 

今回は Pokimaneがネットで出会ういろいろな人と Fortniteをプレイするのを見てみよ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（2）YouTuberで英語：Pokimaneとマインクラフト 

 

 

 

題名「I hired a 12 year old Fortnite Pro from Fiverr to carry me.」 

「Fiverr」とは「five（５）の人」という意味である。 

このサイトでは５ドルでいろいろなサービスを売買することができる。 

 

 

 

 

（３）YouTuberで英語：Pokimaneとマインクラフト その２ 

 

 

 

「Playing Minecraft for the first time with Fitz!」となっている。 

「Fitz」は Youtuberでマインクラフトを Pokimaneと一緒にプレイしている。 

動画の途中で、ニュージーランド出身だと発言している。 

ゲームをプレイするにあたって Pokimoneと Fitzは「Hardcore Minecraft」を 

https://www.fiverr.com/


プレイすると宣言している。 

通常Minecraftで死んでしまうと、「Respawn: 生き返る」するのだが、 

「Hardcore」でプレイすると「respawn」することができずに 

その世界で作ったものはすべてなくなってしまう。 

Hardcore Minecraft: If you die once, you die forever. 

ゲーム途中で、Pokimane のかわいがっていた子羊を倒してしまい、 

Pokimaneと一波乱が起こる。 

 

 

 

 

（４）YouTuberで英語：Pokimaneとマインクラフト その３ 

 

 

 

「The worst thing happened in Minecraft」となっている。 

前回、Pokimaneと Fitzは農場を作り、着々と世界を作っていた。 

そんな中、Pokimaneは Fitzに打ち明けることがあるという。 

Pokimaneは、 

「I have a bad news and a good news.」と言って会話を始める。 

Pokimane、 

「Muton died.」 

Mutonとは前回の動画で、Pokimaneがかわいがっていた 

ペットの羊である。 

それでは、Good newsとは何なのか。 

Pokimane、 

「I died, too, so it doesn’t matter. It’s strong enough to make a new server.」 

Fitzは固まり、、、、 



「Good by! I had a blast!」と言って、去ろうとするが。。。 

すぐに Pokimaneは、 

「I was joking!」と言って、冗談だと分かる。 

気を取り直して二人はプレイをする。 

今回は「Treasure map」を使って冒険を始める。 

「Treasure map」をたどる二人は宝箱にたどり着く。 

そんな中、 

「Worst thing」が起きてしまう。 

それは、 

Pokimaneが溶岩（Lava）に落ちて死んでしまうのだ。 

二人は「Hard core」としてプレイしていたので、 

「死＝世界の終わり」となる。 

 

 

 

 

（５）YouTuberで英語：Pokimaneとマインクラフト その４ 

 

 

 

「Minecraft is too scary」となっている。 

前回、溶岩（Lava）に落ちて死んでしまった Pokimane。 

気を取り直して新しい世界をプレイする二人。 

Pokimaneは友達からあることを聞いたと告げる。 

Pokimane「You can make villagers have babies.」 

二人の間に沈黙が流れる。。。 

とにかくプレイを進めていく二人。 

Mineに出かけた先で、Fitzが真下を掘っていたのを見た Pokimaneは一言。 



「Don’t mine straight down!」 

真下を掘るのはマインクラフトにおいて、 

素人が犯してしまうミスだとされている。 

真下を掘ってしまうと、溶岩があったり、穴があって落ちてしまう 

危険性があるからだ。 

なんだかんだで、ゲームを進めていくうちに 

Pokimaneはうさぎ（Bunny）を発見する。 

Bunnyが砂の洞窟に入っていったので、降りていこうとした Poki。 

そこで間違って洞窟の砂を崩してしまい、 

うさぎの行方が分からなくなってしまったところで動画は終わる。 

 

 

 

 

（６）YouTuberで英語：Pokimaneとマインクラフト その５ 

 

 

 

今回のタイトルは、「I find my cat」となっている。 

前回の動画で、うさぎ（Bunny）の動画が分からなくなってしまったが。 

うさぎ（Bunny）は無事だった。 

冒険を続ける二人は、砂漠の村を発見する。 

さらには白猫を発見。 

Pokimane自身白猫を飼っているため、ものすごく喜ぶ。 

しかし、 

Fitzが白猫に餌をあげて飼いならしてしまい、Fitzの猫にしてしまう。 

Pokimane「You stole my cat!」 

更に Fitzは Pokimane を挑発する。 



Pokimane「You’re rubbing it in!」 

（「rub in」繰り返して言う。） 

怒った Pokimaneは Fitzを殺してしまう。 

この時点では二人は「Hard core」でプレイをすることを 

止めてしまったと思われる。 

Fitzは白猫とともに一番最初の家に「spawn（生まれる）」する。 

ゲームは進み、Pokimane は黒猫を見つけて「Olive」と名付ける。 

 

 


