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COLOR VOWEL SYSTEM TUTORIAL
COLOR VOWEL システム チュートリアル
In English, the way a word is
spelled often doesn’t match the
way it sounds.

In fact, the same letter can have
several different sounds.

英語のスペルと発音に論
理性はない。

実際、同じスペルでも発音が異な
ることがある。

The word “SO” has the same
sounds as “ROSE" and “BOAT”.

The word “SO” has the same
sounds as “ROSE" and “BOAT”. SO.
ROSE BOAT so.

単語 SO は ROSE と BOAT の母
音の発音と同じである。

単語 SO は ROSE と BOAT の母音の発
音と同じである。SO. ROSE BOAT so.
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But the word “TO” has the same
sounds as “BLUE MOON”.
しかし、単語 TO の母音は
BLUE MOON に含まれる母音の発音
と同じである。

And the word “off" has the same
sound as “OLIVE SOCK”. OFF.
さらに、単語 off の母音は
OLIVE SOCK に含まれる母音の
発音と同じである。OFF.

But the word “TO” has the same sounds as
“BLUE MOON”. TO. BLUE MOON to.
しかし、単語 TO の母音は BLUE MOON
に含まれる母音の発音と同じである。
TO. BLUE MOON to.

And the word “off" has the same
sound as “OLIVE SOCK”. OFF.
OLIVE SOCK off.
さらに、単語 off の母音は OLIVE SOCK
に含まれる母音の発音と同じである。
OFF. OLIVE SOCK off.
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In the Color Vowel system,
each phrase represents a single
vowel sound and is reinforced by a
unique image.
Color Vowel システム では、
一つの母音がフレーズで提示され、
それぞれがイメージを使って識別さ
れている。

Click around on the chart to
hear each sound.
それぞれチャートをクリックすると、
音声が聞ける。

This innovative system lets you use
images and phrases to check,
correct, and perfect your
pronunciation.
このイメージやフレー
ズを使用した革新的なシステムにより、
正しい発音を効果的に身
につけることができる。

English is a stress-based language.
Each word in English has one main stress.
英語は強勢アクセントに基づく言語
で、それぞれの単語に強勢アクセン
ト（強く、高く、長く、ゆっくり、
ハッキリ発音する音）がある。
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In the word ‘develop', the main
stress is on the second syllable.
develop. RED PEPPER develop.
単語 develop の場合、下線部の第二音
節に強勢アクセントがある。
develop. RED PEPPER develop

By opening your hand on the stressed
syllable, you flip a switch in your brain
that helps to reinforce stress and
improve your pronunciation.
下線部の強勢アクセントのところで手
を開く動作を加えることにより、
発音効果が増す。

over ROSE BOAT over

cover A CUP OF MUSTARD cover

over ROSE BOAT over

cover A CUP OF MUSTARD cover
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The Color Vowel system has
already helped over 1,000,000
people improve their English
pronunciation.
Color Vowelシステムで発音力がア
ップした学習者は既に百万人を超
えている。

To get the most out of Blue
Canoe Learning, practice every
day for at least 10 minutes.

Blue Canoeの学習効果を
最大限に発揮させるためには、
毎日最低１０分間の練習が必要である。

Ready? Let’s Play!
じゃ、はじめよう！
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COLOR IT OUT TUTORIAL
COLOR IT OUT チュートリアル
Color It Out is a card game.

Color It Out is a card game you play
against the computer.

Color It Out は
カードで遊ぶゲーム。

Color It Out は
コンピューターと対戦して遊ぶゲーム。

These are your cards

and these are the computer’s.

これはあなたの手札

そしてこれはコンピュータ
ー側の手札。
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This is the card in playthe card you need to match.

Each card half has a
color, a symbol, and a word.
BLUE MOON Tuesday.
TURQUOISE TOY joy.

これは台札で、
マッチするカードを手札から探
して出さなければならない。

各カードには上下半分に異なるカラー
とイメージと単語が表示されている。
BLUE MOON Tuesday.
TURQUOISE TOY joy.

Find a card to match.

Find a card to match then
swipe up to play your card.

マッチするカードを探す。

手札からマッチするカー
ドを見つけて、スワイプ操作。
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Cards can match on the top,
on the bottom, or diagonally.

Not sure how to pronounce the words?
Click “HELP ME SAY MY TURN”.

カードは上半分、下半分、
あるいは斜めにマッチ可能。

発音を聞く場合は
HELP ME SAY MY TURN をクリック。

Click the record button
to take your spoken turn.

When you are done speaking,
click the record button again
to submit your turn.

自分の発音をチェックする場合は、
録音ボタンをクリック。

録音し終わったら、
再度録音ボタンをクリック。
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Can’t make a match?
Draw up to 3 cards.
マッチするカードがない場合は、
山札から最大３枚までカードを引
くことができる。

Can’t remember all the Color Vowel
names and symbols? Look here.
カラー母音の名前やイメージが覚
えられない時は、ここを参照。

Too many cards to find the right
one? Click “SORT” to sort them.
手札の数が多く、マッチするカードが
見つかりにくい場合は"SORT"をクリッ
クしてカードを整理する。

The first one to play all of their
cards wins.
手札を一番最初になくし
た人が勝ちとなる。
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SORT IT OUT TUTORIAL
SORT IT OUT チュートリアル
Click here to see this tutorial
in the game.

Tap and hold on a word to
grab it.

ゲームのチュートリアルは
ここをクリック。

落ちてくる単語をタップした
ままにして掴む。

Drag that word to the color
vowel that shares the same
main stress vowel sound.

Drag all the words to their matching
color vowels before they
reach the bottom of the screen.

掴んだ単語を同じ強勢母音
を持ったカラー母音までド
ラッグする。

落ちてくる単語がスクリー
ンの下に到達する前に、
全ての単語をそれぞれのカラー母音に
ドラッグする。
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Sentences
Color Vowel
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