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Wanna study?? 
Kris Toryu 

What students of English may, or may not, realize is that English is actually two languages; 
written English and spoken English. This is why students who study mostly written English have 
such a hard time with listening. What they know and have studied is not what they hear. Most 
students learn the written language because they learn from textbooks, by writing things down and 
then writing a test. Learning spoken English is hard because trying to transcribe how written English 
is verbally said looks messy. Let me give you a common example: 

I’m going to see a movie this weekend. ! I’m gonna see a movie this weekend.  
I want to see a movie this weekend. ! I wanna see a movie this weekend. 
You’ll never find ‘gonna’ or ‘wanna’ in a dictionary, but I would bet that every native English speaker 
uses them.  
Every beginner learns Do you ~? But we don’t enunciate ‘do you’ clearly, the way it’s written. The 
sounds run together and become ‘d’ye’, as in D’ye play soccer?, D’ye wanna go see a movie? The 
same goes for the past tense ‘Did you,’ which becomes ‘dija’, ‘Don’t you?’ written down on paper 
turns into ‘doncha’ when spoken. Another case of words running together is when one word ends 
with the same sound as the first sound of the following word. We don’t say the sounds separately: 
some money ! sommoney; Do you like cookies? ! D’ye likookies? 
　　　 

It may be hard to use these examples because it requires speaking without hesitancy, but it’s 
good to be aware of how English changes from paper to mouth. So, at least, if you hear ‘I’m gonna 
study English tonight’, you won’t think to yourself ‘What’s gonna??’ You’ll know it means ‘going to’.    

ワナスタディ？（勉強したい？）
鳥生クリス

英語を勉強している方たちの中には気づいている方がいるかもしれませんが、英語と一言で言っ
ても実は2種類あるんです。それは書き言葉と話し言葉です。このことが　書き言葉ばかりを学んで
いる学生たちが　聞き取りが苦手である理由です。勉強して知っているはずのことが、聞こえてく
る言葉とは違っているのです。ほとんどの学生たちは、書き言葉を学んでいます。書き言葉を教科
書から学び、文章を書き、そしてテストに解答を書き込みます。話し言葉を学ぶのは難しいです。と
いうのも、話し言葉を文字に起こすのが厄介な為だと思います。よくある例を挙げてみますね。 

今週末映画に行くつもりですというときに、書き言葉では、going to となっていますが、話し
言葉では  gonna（ガナ） になります。同じように、want to は　wanna（ワナ）  になります。辞書
には　gonna とかwannaは載っていません。でも、英語を母語とする人は皆さんこれらの言葉を使
います。英語を学び始めたばかりの人たちは、Do  you ～ ?というのを学びますが、書かれている通
りにdo you とはっきり表現されることはありません。Do you はd’ye（ジュ）  と発音されます。で
すから、Do you want to go see a movie? はD’ye wanna go see a movie?　（ジュワナゴーシー～）
というふうになります。これは過去形にも同じように使われますから　Did you はdija（ディジュ） 
に、Don’t you は　doncha（ドンチュ）  となります。また単語の最後の音が、続く単語の最初の音

と同じ場合には、別々に単語を発音せず、まとめて発音します。　
Some money が　sommoney に  また、Do you like cookies? が 
D’ye likookies?となります。　　　　　 
さらりと話さないといけませんから、これらの例を使いこなすのは
難しいかもしれませんが、英語が、書き言葉から話し言葉へどの様
に変わるのかに気づくのはいいことだと思います。少なくとも、も
し次にI’m  gonna  study  English  tonight.  と聞いたときに　gonna（ガ
ナ）  ってなに？とは思わなくなるでしょ。あ、going to の事なんだ
とわかると思いますよ。

訳: 柳原美智恵 (Michie Yanagihara)
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Ricotta Pancakes 
Daniel Hamilton 

I found myself walking through a certain supermarket the other day thinking the variety of ingredients one can acquire in Imabari has 
vastly increased in comparison to not so long ago. The ricotta cheese used in this recipe being the perfect example. A couple of years ago it 
was nowhere to be found in Imabari. Now you can just pop up the hill go to the shops and grab yourself a little tub for the perfect Saturday 
morning breakfast. I thought it’d be nice to submit a recipe that uses some of these, until recently, harder to find ingredients. 
This recipe is relatively easy and quick. It makes around 8 to10 pancakes.  

What you’ll need 
1 cup ricotta cheese 
1 cup all-purpose flour 
1/2 teaspoon of baking powder 
1 1/2 tablespoons of sugar 
1 pinch of salt 
3/4 cup of milk 
2 large eggs, separated 
1/2 teaspoon vanilla extract 
Butter for cooking 
I also like to put a touch of cinnamon  

The Method 
If your ricotta appears to have too much liquid, put it in a fine mesh strainer or a muslin cloth to drain off excess liquid. Give it around 30 
minutes before you start cooking. If your ricotta seems fairly dry and compact, you can skip this step. It generally depends on the way it is 
packed.  
Whisk together flour, baking powder, sugar, and salt in a small bowl. Whisk together the milk, egg yolks, and vanilla in a separate, larger 
mixing bowl. Add the dry ingredients to the milk mixture, stirring gently until just combined. Then stir through the ricotta. The ricotta 
doesn’t have to be perfectly mixed through. 
Whisk the egg whites until they form stiff peaks. You could do it by hand or with a hand-held mixer. Stir a small scoop of the egg whites 
into the pancake batter to lighten the batter, then fold in the remaining whites with a spatula. 

Heat a fry pan over a medium-high heat. Melt a small amount of butter in the pan, just enough to coat the surface. Use a 1/3-cup measure 
to pour the batter into the hot fry pan. Cook the pancakes for about 3 or 4 minutes, until the undersides are golden and you see a few 
bubbles popping through the pancakes. Flip the pancakes and cook another 2 to 3 minutes, until golden. Repeat with the remaining 
pancakes.  
Serve the pancakes immediately, with some maple syrup and sliced banana. Enjoy! 

リコッタパンケーキ 
ダニエル・ハミルトン 

先日いつものスーパーを歩きながら、ここ最近で、今治で手に入れることのできる食材がかなり増えてきたことに気づき
ました。このレシピに使われるリコッタチーズが非常によい例です。2,3年前には今治のどこに行っても手に入らないもので
した。今では、店に行けば、土曜の朝の完璧な朝食のために十分な量を手に入れることができます。これらのように、最近
まで食材を手に入れることすら難しかったような料理のレシピをご紹介できれば嬉しく思います。 

このレシピは比較的簡単で手早くできます。8~10枚のパンケーキが焼けます。 

材料 
リコッタチーズ　1カップ 
小麦粉　1カップ 
ベーキングパウダー　小さじ１/2 
砂糖　大さじ１と1/2 
塩　１つまみ 
牛乳　3/4カップ 
卵（大）　2個（卵黄と卵白に分けておく） 
バニラエッセンス　小さじ1/2 
バター（焼くのに使用） 
私は少量のシナモンも使います 

作り方 
リコッタチーズの水分が多いようなら、きめの細かいこし器かモスリンの布に入れて余分な水分を取ります。料理するま

で30分おきます。リコッタチーズが適度に乾いていてまとまっていれば、この工程はとばしてください。だいたい保存の状態
によります。 
小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、塩を小さめのボウルに一緒にふるいます。牛乳、卵黄、バニラエッセンスを別の大き

めのボウルでかき混ぜます。牛乳類のボウルに粉類を加え、なじむまで優しくかき混ぜます。リコッタチーズを混ぜます。完
全に混ざらなくも大丈夫です。 
卵白をぴんと角が立つまで泡立てます。泡だて器で混ぜてもいいし、電動泡立て器でもいいです。卵白を少しずつパンケー

キの生地に加えてやわらかくしていきます。そしてへらで残りの卵白を混ぜ込んでいきます。 
フライパンを中火に温めます。バターを少量フライパンの表面全体に溶かします。1/3カップほどの生地をフライパンに流

し込みます。焼いた面が金色になってパンケーキの表面に泡がでてくるまで3～4分焼きます。パンケーキをひっくり返してさ
らに2～3分、焼き色がつくまで焼きます。残りのパンケーキも同じように繰り返します。すばやくパンケーキをお皿に盛り、
メープルシロップとバナナのスライスをのせます。楽しんでください！ 

訳: 羽藤りえ (Rie Hato)
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