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献辞

i

平田梨奈さんとそのご家族
そしてすべてのひらりーファンのみなさんへ



はじめに   本書はAKB48の12期研究生の「ひらりー」こと平田梨
奈さんがはじめた「ひらりーの30秒英会話」をファンが
iBooks Authorにより電子書籍化したものです。

  ひらりーが30秒英会話をはじめて1年が経ちました。1年
前、AKB48ファンでさえ、研究生であるひらりーを知る
人はごく少数でした。しかし、今ではAKB48ファンの多
くが、ひらりーを知っています。ひらりーが30秒英会話
をはじめて2ヶ月後に秋元康 総合プロデューサーからこ
んな投稿がありました。

秋元康 2012/03/07  -  Mobile  -  一般公開

ひらりーのワンポイント英会話講座を本にしたいという出版社が
現れた。DVDにしたいメーカーもあるらしい。

恐るべし、ぐぐたすの影響力。

https://plus.google.com/113474433041552257864/posts/fF7sQomEymY

これに対して、ひらりー自身は以下のようにコメントし
ています。

平田梨奈 2012/03/08 +45

ひらりーのママが

「日本語もちゃんとしゃべれないのに英会話の本なんてひゃくまん
年はやいでしょ！！」

だって。。。q(T▽Tq)(pT▽T)p

https://plus.google.com/u/0/102663035987142737445/posts/iVu3fpTf2mc
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  2012年12月31日に30秒英会話の更新回数は300回になり
ました。ただの努力だけでは、この継続は成り立ちませ
ん。何よりもひらりー自身が楽しんで更新しているから
こそ、このようなことができるのだと思います。それは
ぐぐたす選抜が発表された際の投稿にも表われていま
す。

平田梨奈 2012/03/05  -  Mobile  -  一般公開

みなさんおはようございます♪ 
 
昨日どうがをとうこうしたあと 
すぐにねて朝おきたら 
コメントがいっぱいでびっくりしたw(゜o゜) 
 
い。。。いったいなにがΣ(|||▽||| ) 
ひらりーなにかわるいことした？！ 
 
とおもったら。。。 
 
ぐぐたすせんばつ？ 
はっぴょうされたんだね＼(^o^)／ 
 
わーい＼(^o^)／ 
えらばれたみなさんおめでとうございます♪ 
 
ひらりーが入ってたら 
もちろんうれしかったけど 
 
でもひらりーは 
ぐぐたすせんばつに入りたくて 
毎日どうがをとうこうしてたわけじゃないよ(^O^)／ 
 
ひらりーはみなさんと 
こうしんできるのが楽しくて 
うれしくてとうこうしてるんだよ☆彡  
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  もちろん書籍化やDVD化が実現されたら、それはうれ
しいことです。しかし、ひらりー自身が自分の足らない
ところを認識して、日々努力を重ねています。私はまず
それを応援していきたいと思います。

  前述の300回に加え、2013年1月5日には30秒英会話が始
まって1周年を迎えました。本書がこの1年間を走り続け
てきたひらりーへのファンからのささやかなプレゼント
になればうれしいです。

  また、本書がひらりーをまだ知らない方々にひらりー
を知ってもらうためのきっかけになれば良いなと思いま
す。

  本書を読んだみなさんに、ひらりーの魅力が少しでも
伝わり、さらには共にひらりーを応援していただけたら
うれしいです。

2013年1月5日

www.hira-onlyone.com
hira(on)ly one (ひらりーわん)  

S.O

http://www.hira-onlyone.com
http://www.hira-onlyone.com


本書の構成および注意事項
セクション  1

5

本書の構成
•投稿の時系列順に掲載しています。
•章末に簡単な練習問題があります。

注意事項
•本書はiBooks形式とPDF形式の2種類の形式で配布しています。
•本書はPDF形式です。
•iBooks形式はiPadのiBooksアプリ(Apple公式アプリ、無償) のみで動作します。 

 iPhoneのiBooksアプリでは動作しません。
•PDF版はiPhone, iPad, Androidやパソコンなどで閲覧できます。なお、PDFを表示す
るソフトが必要な場合があります。例えば、iPhoneではiBooksアプリでPDFを閲覧す
ることができます。
•PDF版ではムービーおよび練習問題は動作しません。
•iBooks形式では縦方向のみのレイアウトに対応しています。

誤字脱字等がありましたら、以下までお知らせください。
Google+: hira(on)ly one
Twitter: @HiraOnlyone
E-mail: webmaster@hira-onlyone.com

https://plus.google.com/117879806376290568460/
https://plus.google.com/117879806376290568460/
https://twitter.com/HiraOnlyone
https://twitter.com/HiraOnlyone
mailto:webmaster@hira-onlyone.com?subject=
mailto:webmaster@hira-onlyone.com?subject=


平田梨奈さんプロフィール
セクション  2
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平田 梨奈 (ひらた りな)
所属事務所：AKS

ニックネーム：ひらりー
生年月日：1998年7月16日
出身地: 福岡県(アメリカ合衆国アリゾナ州)

公式プロフィール
Google+アカウント

History of Hirari movie version !
6分でひらりーの歴史が分かります。ひらりーが作ったスライドショーです。

http://www.akb48.co.jp/about/members/detail.php?name=hirata_rina
http://www.akb48.co.jp/about/members/detail.php?name=hirata_rina
https://plus.google.com/u/0/+%E5%B9%B3%E7%94%B0%E6%A2%A8%E5%A5%88/posts
https://plus.google.com/u/0/+%E5%B9%B3%E7%94%B0%E6%A2%A8%E5%A5%88/posts
https://plus.google.com/u/0/102663035987142737445/posts/aaiUvhdNJQ2
https://plus.google.com/u/0/102663035987142737445/posts/aaiUvhdNJQ2


2012年上半期
1   ”AKB48 Now on Google+”が発表されたのは、2011年

12月8日でした。「ひらりーの30秒英会話」がはじまっ
たのは、それからおよそ1ヶ月後の2012年1月5日のことで
す。

  “AKB48 Now on Google+”がはじまった当初はGoogle+の
利用規約により、18歳未満のメンバーは個別のアカウン
トを取得できず「AKB48 部屋っ子」というアカウント
に持ち回りで投稿を行なっていました。

  当時からすでにユニークなキャラクターとアイデア満
載の30秒英会話で、独自の存在感を放っていましたが、
2012年1月27日にGoogle+の利用規約が改訂され、ひらり
ーも個別のアカウントを取得できるようになり、「ひら
りーの30秒英会話」はさらに注目を集めていきました。
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さいしょの30秒英会話
セクション  1
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最初の30秒英会話は「髪を切りました」という報告でした

ムービー 1.1 さいしょの30秒英会話

I just got a hair cut.

私は髪を切りました

     最初の「30秒英会話」は、髪を切った報告でした。この頃はまだうまく「髪
(かみ)」と言えず「きゃみ」と言っているのが分かります。



ウチュウジンとの交信
セクション  2
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ウチュウジンとこうしんしています♪

I'm connecting with aliens.

じゅ・う・に・き・け・ん・きゅ・う・せい・の・ひらり
ー・こ・と・ひ・ら・た・り・な・で・す！

ムービー 1.2 ウチュウジンとの交信

     こどもの頃に扇風機の前で「あ゛ ー」っとやるのを思い出します。無邪気な
ひらりーに心癒されますね。



サソリキャンディー
セクション  3
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私のサソリキャンディー食べたい？

Do you want to eat my scorpion candy?

サソリキャンディーはアメリカのアリゾナ州という砂漠の
ところで売ってるお菓子です。

ムービー 1.3 サソリキャンディー

  サソリキャンディー(Scorpion Sucker)はアリゾナをはじめ、アメリカでは比較的
ポピュラーなお土産のようです。ちゃんと食べられるそうですが、食べるにはと
ても勇気が入りますね。



【コラム】小道具シリーズ(猫を含む)
セクション  4

  「ひらりーの30秒英会話」には、数多
くの小道具が登場します。リストアップ
しようかなと思いましたが、非常に大量
の道具が登場するため、とても数えきれ
ませんでした。

  本書では、その中でもインパクトのあ
るサソリキャンディーを取り上げていま
す。他にも食べ物は非常に多く登場しま
す。プリンやチョコレート、アイスなど
甘いものもたくさん登場します。

   奇抜なところでは、ヘリウムガスが出
てきた回がありました。

  ひらりーが掲載された新聞が登場する
こともあります。日刊スポーツに掲載さ
れたAKB48総選挙の候補者紹介の記事
や、赤ちゃんの頃にアリゾナの新聞に掲
載された記事などを紹介しています。ま
た、”A LITTLE PRIN-
CESS”(邦題『小公女』)の本を見せてく
れた時もありました。

  小道具ではありませんが、たまに猫が
登場します。おそらく、2012年6月9日の
投稿が初登場なのではないかと思いま
す。その時は「彼はのらねこだよ(He is a 

street cat!)」と紹介されています。その
後の投稿でも時々、動画内に見切れて登
場します。この時点では、首輪はまだ見
当たりません。

  2012年12月22日の投稿でも、おそらく同
じ猫が登場します。ひらりーのコメント
によると、のらねこではなく、勝手に入
ってきて、2時間くらい寝て出ていくそ
うです。また、首輪をしていたり、近所
をわたり歩いているということです。仮
名は「ね子」だそうです。

  ちなみに、History of Hirari movie ver-

sion !には「るい」という白い猫が登場
します。
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https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/cgc93njuA7H
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overture

セクション  5
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AKB48 イェイ！みなさん！みなさんが一度も見たことな
いライブ！この世界で有名な秋葉原で、天使たちはパフォ
ーマンスするためにひらひら舞い降りてきちゃったぞ♪
用意はいいですか？用意はいいですか？AKB48 AKB48

さぁ用意はいいですか！

AKB48 Wow! Everybody! A live act never seen before. Here in 
world famous Akihabara. These angels have come down to per-
form for you. Are you ready? Are you ready? AKB48. AKB48. 
Come on! Are you ready?

AKB48ファンならだれでも知ってるフレーズ

ムービー 1.4 overture



【コラム】歌シリーズ
セクション  6

  30秒英会話では、日本語や英語の歌を
歌ってくれることがあります。主に
AKB48の歌が中心です。

  本書では、overtureとLast Christmasを
取り上げています。AKB48ファンなら誰
もが聞いたことのあるovertureですが、 

普段はあまりDJのセリフの意味を気にし

ていない方も多いのではないでしょう
か。

  他にも、K6th RESET公演の前座ガール
ズ曲「檸檬の年頃」のセリフを英語にし
てくれたり、大好きなアーティスト
(Lady Gaga, 指原莉乃)などの曲を披露し
てくれました。
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投稿日時 曲名 アーティスト

2012/1/17 0:12:36 彼女になれますか？(K6th RESET公演) AKB48

2012/2/28 23:36:47 ABCの歌 -

2012/3/18 0:20:12 overture AKB48

2012/3/29 21:17:19 Paparazzi Lady Gaga

2012/4/1 21:49:45 GIVE ME FIVE! AKB48

2012/4/9 20:35:56 RIVER AKB48

2012/4/18 0:05:10 檸檬の年頃(K6th RESET公演 前座ガールズ) AKB48

2012/5/2 0:45:30 それでも好きだよ 指原莉乃

2012/5/10 23:45:34 きらきら星 -

2012/5/23 0:42:35 大声ダイヤモンド(A5th 恋愛禁止条例公演) AKB48

2012/5/30 23:43:16 西瓜BABY Not yet

2012/12/23 23:50:45 Last Christmas Wham!

2012/12/25 0:09:37
サンタが街にやってくる
(Santa Claus Is Coming to Town)

-



日曜日から土曜日まで
セクション  7
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日曜日！月曜日！火曜日！水曜日！
木曜日！金曜日！ 土曜日！

Sunday! Monday! Tuesday! Wednesday! 
Thursday! Friday! Saturday!

みなさんもいっしょに言ってくださいね！

ムービー 1.5 日曜日から土曜日まで

英会話では基本中の基本ですね。ひらりーといっしょに発音してみましょう。



じゃんけんぽいっ！
セクション  8
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じゃんけんぽいっ！
Rock, Paper, Scissors, shoot!

ひらたあいこさん(当時13才)とのじゃんけんをお楽しみく
ださい

ムービー 1.6 Rock, Paper, Scissors, shoot!

     ひらりーとじゃんけん大会を語る上で「あいこ」は切っても切れない存在で
す。ひらりーは第2回じゃんけん大会予選で7回連続、第3回じゃんけん大会予選
では3回連続のあいこの末、敗退しました。第3回じゃんけん大会予選の際には、
司会のバッドボーイズの佐田さんから「ひらたあいこ」と命名されました。



ママはエイリアン
セクション  9
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私のお母さんは宇宙人です！
My Mom is an alien.

Green Cardのエイリアンにはがいこくじんっていういみが
あるってわかったのはおととしだったよ。。。

ムービー 1.7 私のお母さんは宇宙人です！

     公演MCでもたまにこの話が出ていました。この話を聞いたメンバーはたいて
い宇宙人の意味だと勘違いして、混乱におちいります(笑)
(2012年5月13日シアターの女神公演(昼)、2012年8月13日RESET公演など)



30秒クッキング
セクション  10
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まず、ボウルをよういします♪しょして！ごはん！ごはんをボウルに入れます
♪それからブラウンシュガー！ブラウンシュガーを入れます♪しょしぃて～！
シナモン♪しょしぃて～牛乳！しょしぃて～！でんしレンジに入れて(あった
めてから)食べます！でんしレンジに入れる前にまぜてね！！(1分後。。。チ
ーン♪)あつい！とっても熱いよ～！

First, you got a bowl. And then, you have rice. Put rice in. And 
then, we have brown sugar. Put brown sugar in.And then, we have 
cinnamon.And then, milk.And then, put in a microwave, and 
eat.Before you put in a microwave, mix it.Hot, it's very 
hot.Yummy!

材料：ごはん(1膳)、ブラウンシュガー(適量)、シナモン (適
量)、牛乳 (適量)

ムービー 1.8 30秒クッキング



練習問題
セクション  11
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練習問題 1.1 2012年上半期

答えを確認

I just got a hair cut.

A. 私は前髪を切りました

B. 私は髪型を変えました

C. 私は髪を切りました

D. 私は紙を切りました
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練習問題 1.2 2012年上半期

答えを確認

I'm connecting with aliens.

A. 海外交流をしています♪

B. ひらりーとこうしんしています♪

C. ウチュウジンとあそんでいます♪

D. ウチュウジンとこうしんしています♪
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練習問題 1.3 2012年上半期

答えを確認

私のサソリキャンディー食べたい？

A. Do you want to eat my scorpion candy?

B. Do you want to eat my alien candy?

C. Do you want to eat my strawberry candy?

D. Do you want to eat my candy bar?
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練習問題 1.4 2012年上半期

答えを確認

AKB48 Wow! Everybody! A live act never seen before. 
Here in world famous Akihabara. These (       ) have come 
down to perform for you. Are you ready? Are you ready? 
AKB48. AKB48. Come on! Are you ready?

A. Hirari

B. member

C. angels

D. idols
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練習問題 1.5 2012年上半期

答えを確認

月曜日！

A. Sunday!

B. Monday!

C. Tuesday!

D. Wednesday!

E. Thursday!

F.  Friday!
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練習問題 1.6 2012年上半期

答えを確認

問1（全3問）
じゃんけんでRockに勝つのは？

A. IWA

B. Paper

C. Scissors

D. shoot!



練習問題 1.7 2012年上半期

答えを確認

“alien”の意味は？

A. 宇宙人または店員

B. 宇宙人またはママ

C. 宇宙人または子供

D. 宇宙人または外国人

24
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練習問題 1.8 2012年上半期

答えを確認

First, you got a bowl. And then, you have (  1  ). Put (  1  ) 
in. And then, we have (  2  ). Put (  2  ) in.And then, we 
have (  3  ).And then, (  4  ).And then, put in a microwave, 
and eat. Before you put in a microwave, mix it.Hot, it's 
very hot.Yummy!

A. 1.rice 2.brown sugar 3.cinnamon 4.soda

B. 1.bread 2.brown sugar 3.cinnamon 4.soda

C. 1.bread 2.white sugar 3.pepper 4.milk

D. 1.rice 2.white sugar 3.cinnamon 4.soda

E. 1.rice 2.brown sugar 3.cinnamon 4.milk

F. 1.bread 2.brown sugar 3.cinnamon 4.milk



練習問題 解答
セクション  12

練習問題1.1    C

練習問題1.2    D

練習問題1.3    A

練習問題1.4    C

練習問題1.5    B

練習問題1.6    B

練習問題1.7    D

練習問題1.8    E
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【コラム】ひらりーのきもち
セクション  13

  大きなイベントや重要な出来事があっ
た時、記念日などの節目に語られるひら
りーの気持ちはファンのみならず、多く
の人々を感動させています。

  初めて注目を浴びたのは、ぐぐたす選
抜が発表された際の文章かなと思いま
す。

  2012年2月13日に秋元康 総合プロデュー
サーから「ぐぐたす選抜」の発表が予告
され、3月1日から3日にかけて16名のメン
バーが発表されました。これまでの
Google+上での活躍から選抜入りを期待
されていた、ひらりーは、しかしながら
「18歳以上という制限」により、選抜に
入れませんでした。

  ひらりーの過去の投稿にファンからの
慰めのコメントが殺到しましたが、ぐぐ
たす選抜の発表は深夜だっため、ひらり
ーはファンからのコメントに気づかない

まま朝を迎えます。そして、次の日にこ
んな投稿をします。

平田梨奈 2012/03/05  -  Mobile  -  一般公開

みなさんおはようございます♪ 
 
昨日どうがをとうこうしたあと  
すぐにねて朝おきたら 
コメントがいっぱいでびっくりしたw(゜o゜) 
 
い。。。いったいなにがΣ(|||▽||| ) 
ひらりーなにかわるいことした？！ 
 
とおもったら。。。 
 
ぐぐたすせんばつ？ 
はっぴょうされたんだね＼(^o^)／ 
 
わーい＼(^o^)／ 
えらばれたみなさんおめでとうございます♪ 
 
ひらりーが入ってたら 
もちろんうれしかったけど  
 
でもひらりーは 
ぐぐたすせんばつに入りたくて 
毎日どうがをとうこうしてたわけじゃないよ(^O^)／ 
 
ひらりーはみなさんと 
こうしんできるのが楽しくて 
うれしくてとうこうしてるんだよ☆彡 
 
さいしょはひらりーモバメも 
日直ブログもなんにもなくて 
 
みなさんとお話したりできるのは 
あくしゅ会だけだった 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でも 
 
おてがみがもらえるようになって。。。♪ 
 
モバメがはじまって毎日みなさんに 
ひらりーのかんがえてることとか 
おしらせできるようになって～ 
 
しょしぃて~  
 
Google+はさいしょ 
へやっこからはじまったけど 
みなさんからコメントもらえるように 
なって。。。 
 
しょしぃて~♪ 
 
今はじぶんのGoogle+がある♪ 
 
ひらりーうれしいよ~♪ 
ひらりーしあわせです（＾－＾） 
 
ひらりーが小さいころ 
ひらりーのママがひらりーに 
言ったよ♪ 
 
ひらりーがこのせかいに 
うまれてきたりゆうは 
ひらりーのまわりにいる人を 
しあわせにするため♪って♪ 
 
だからひらりーはみなさんがえがおに 
なれるようにこれからもがんばる＼(^o^)／  
 
ひらりーもみなさんからたくさんえがおを 
もらってるからひらりーはみなさんを 
もっとえがおにする♪♪ 
 
これからも 
がんばりーます♪ 
 
あー学校はしらないとまにあわないΣ(T□T) 
いってきまーす！！ 
 
ひらりー♪

他にも数多くの投稿を残しています。全
ては載せきれないので、一部を抜粋しま
す。

•2012年3月24日 12期（岩田華怜、高橋朱
里、田野優花）メンバーの昇格
ひらりーは。。。

ほんとうはくやしいって思わないと

だめなのかな？

上にいくぞ！ってきもちでいないと

だめなのかな？

今のしょうじきなきもちは。。。

3人がしょうかくして

ほんとにうれしい！

ひらりーもしょうかくしたいって

きもちはあるけど

それはまださきでいいと思ってるんだ。。。

今のひらりーにはたりないものがたくさんあるか
ら！

•2012年3月31日 鈴木里香(12期研究生)卒業
いつも明るくて

おもしろくて

やさしくて

がんばりやさんで

そんな里香ちゃんが

ひらりー大好き＼(^o^)／
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•2012年5月12日 12期デビュー1周年(デビュ
ー前に震災が発生)
1年前の今日！！

ひらりーはすごくきんちょうしてた。

いっぱい練習したけど

まちがえたりしないかしんぱいで

ぎりぎりまでフリをかくにんして

でもステージにたったしゅんかんに

ぜんぶまっ白になっちゃった( p_q)

なきたいきもちだったけど

ステージから見るみなさんの顔が

きらきらしててすごいえがおで！

ひらりーはみなさんから

たくさん元気をもらって

パワーアップしたよ！！

あの日のことを

ひらりーはぜったいに

わすれない！！！！

ずっとずっと

みなさんをえがおにするために

がんばっていこうと思った

あの日の気持ちは

今もかわってないよ♪

•2012年6月6日 総選挙編
せんぱいたちが

「総選挙がきらい」

って言ってたりゆうがやっと分かりました。

自分にじゅんばんをつけられるのが

いやなんじゃないんだ。

だれかに負けるのがくやしいんじゃないんだ。

自分をおうえんしてくれる大切な人を

がっかりさせてしまうのが悲しいんだってわかりま
した。

ひらりーはどうして歌手になりたかったのか？

それはみなさんをしあわせにするためです。

ひらりーを見て楽しい気持ちになってほしい

ひらりーの歌をきいて明日もがんばろうって元気に
なってほしい

だからＡＫＢでがんばってきました。

でも今日の総選挙で気がついたんです。

さいきんのひらりーは自分のためにがんばってた。

みなさんの気持ちを考えずに自分のことだけ考えて
た。

いつのまにか

みなさんをしあわせにするために

がんばろうって気持ちをどこかに落としていまし
た。

ひらりーは総選挙の結果はどうでもいいと思って
た。

ひょうの数＝愛の大きさ

とは思わなかったから！

とうひょうできない人だって１００ひょういれてく
れる人だって

愛の大きさにかわりはないと思ってた！
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みなさんの愛の大きさを知りたいなら

ＣＤを買うんじゃなくて

1ひょうごとに血を100ccぬくとか

まゆげ10本とこうかんとかにしたらいいのに。。。
と思ってる！

でも、ひらりーがけんがいになることで

こんなに悲しいと思う人がいるのが分かったから

ひらりー来年はがんばる！

1年間ほとんど死ぬじょうたいまでがんばる！

みなさんをしあわせに笑顔にするために

がんばる！心をとりかえてがんばる！

この子がOnly one!

この子にとうひょうしたい！

と思われる人間になるように

これからもがんばります！

•2012年8月6日 研究生セレクション審査
(8月5日発表、8月6日は広島原爆投下の
日)
ひらりーのおばあちゃんは毎年8月6日の朝に

ひらりーがわすれないように電話をくれます。

みなさん今日がなんの日かしってますか？

今日はねアメリカと日本が戦争をしてるときに

アメリカが広島にnuclear bomb（原子爆弾，核爆弾 
）を落とした日。。。

ひらりーのひいおじいちゃんは

そのnuclear bombでなくなりました。

福岡にいたひらりーのひいおばあちゃんと

おばあちゃんたちはたすかったけど

戦争のあととても大変だったとひらりーに話してく
れました。

それから50年以上すぎて。。。

ひらりーはアメリカで生まれたのでアメリカと日本
のりょうほうの

こくせきを持っています。

平和な日本とアメリカを行き来して

寝る場所も着る服も食べる物もいっぱいあって

幸せにくらしています。

ひいおばあちゃんはひらりーにとっても

やさしくてひらりーがＡＫＢのオーディションに

受かった時も

「歌はどこの国にうまれても

なんの言葉を話しててもかんけいなく

人の心にとどくからたくさんの人をしあわせにして
ね」

ってよろこんでくれました。

ひらりーが東京にひっこしてからは

電話で話すたびに

「えーかーげーはがんばってる？」

「あーけーべーの出てるテレビを見たよ」

ってずっとずっとひらりーのことをおうえんしてく
れていました。

でもひいおばあちゃんは去年の夏

ひいおじいちゃんのところに行ってしまいました。

ひらりーが昇格するのを楽しみにしていたひいおば
あちゃん。

ひらりーが今回のセレクションに無事に合格できた
のも

きっと上からひらりーのことを見ていてくれたから
だと思います。

朝までずっと合格できたうれしさよりも

今までいっしょに歩いてきた13期5人と
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違う道をすすまなければいけないことが悲しかった
けど

おばあちゃんからの電話でひいおばあちゃんの言葉
を

おもいだしました。

ひらりーは天国からひらりーをおうえんしてくれて
いる人たちのために

これからも全力でがんばりたいと思います。

いつかひらりーの歌で世界中の人をしあわせにした
いから！

おちこんでなんかいられない！

ねねちゃん。さくらちゃん。しおりちゃん。

あめみやちゃん。はせはるちゃん。

私たちは同じ夢をもってるから

きっとまたどこかで道はつながるよね！

それまでまたね！

•2012年10月6日 サイード横田絵玲奈 
(12期研究生) 卒業
今日はえれちゃんのＡＫＢ４８としての最後の公演
でした。。。

里香ちゃんも来てくれて

半年ぶりに12期が9人全員そろったよ。

ひらりー笑顔でえれちゃんにいってらっしゃいを

しようと思ったけど。。。思ったけど( p_q)

えれちゃんとはたくさんの思い出があって

これからももっともっとたくさん思い出を

作りたかった。。。

でも！

えれちゃんがきめたことだから

ひらりーはこれからもずっとえれちゃんを

おうえんする！！

ひらりーはこれからもずっとえれちゃんのファンで
いる！

みんなもわすれちゃだめだよ！12期はいつも

どこにいても9人！！！！！

ひらりーは12期が大好きです＼(^o^)／

12期でほんとによかった＼(^o^)／

ひらりー♪

31



2012年下半期
2   2012年も折り返し地点になり、さまざまなことが起こ

りました。7月16日に14才の誕生日を迎え、その後はアメ
リカへ2週間ほど帰省します。8月に行われた東京ドーム
公演の初日には、12期研究生(当時)の武藤十夢、13期研究
生(当時)の光宗薫、大島涼花の昇格が発表されました。

  2012年は出演回数も増え、9月1日には公演回数が100回
を超えました。公演でのパフォーマンスを磨きながら、
30秒英会話も日々進化していきました。

  ひらりーは7月にカメラを新調し、そのカメラで公演や
各種イベントでのメンバーの楽屋姿などを切り撮った写
真をスライドショーにしてくれました。

  また、握手会のあった日のおまけムービーにはAKB48

のメンバーだけでなく、他の48グループのメンバーも出
演するなど、少しずつ交友の輪を広げていきました。

32



何買ったと思う？
セクション  1

33

何買ったと思う？
Guess what I bought?

ひらりー「(カメラを)大事に育てます」

ムービー 2.1 何買ったと思う？

     買ったのは一眼レフカメラでした。ひらりーはカメラで写真を撮るのが大好
きです。その理由は思い出を撮って残せるから。
    アメリカへ帰省した時や大きなイベントの日、特別な公演があった時など、ひ
らりーは思い出に残るたくさんの写真をスライドショーにして、ファンに見せて
くれています。



さとがえり、かぞくりょこう
セクション  2

34

メキシコにいるよ♪
I'm in MEXICO !

ひらりーinメキシコ

ムービー 2.2 さとがえり、かぞくりょこう

     アメリカへの帰省した際には、家族とメキシコ旅行へ行きました。海がとっ
てもキレイですね。最後に出てくる生き物は...



Mirror Mirror on the wall…

セクション  3
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かがみよ かがみよ かがみさん
世界で一番美しいのはだぁれ?

Mirror Mirror on the wall…

Who's in the fairest of them all?

クイズ形式の動画です(ヒント：おとぎ話)

ムービー 2.3 Mirror Mirror on the wall…

     有名なおとぎ話の一節です。この他にもロミオとジュリエットの有名なセリフ
を題材にした回もありました。(2012年4月3日 0:03:09の投稿)



髪を切りに行ったよ
セクション  4
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髪を切りに行ったよ♥

I went to go get my haircut.

ショートカットになりました

ムービー 2.4 髪を切りに行ったよ

     2012年9月3日に長かった髪をばっさりと切りました。髪を切った理由につい
て、2012年10月8日シアターの女神公演のMCでは以下のように語っています(笑)

ひらりー「学校に行く時に面倒で、5分くらい結ぶ時間が必要。でも(髪を切
ったら)その5分を寝る時間に回せる」



コーンスープのアイスと100回公演
セクション  5
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コーンスープのアイスは
いかがですか？

Would you like to have some 

corn soup ice cream?

私は普通のコーンポタージュが好きです♪

ムービー 2.5 コーンスープのアイスと100回公演

     残念ながら、ひらりーの口には合わなかったようです(笑)また、9月1日には公
演出演回数が100回を超え、この日の動画ではファンからのお祝いのメッセージ
が書かれた色紙を紹介しています。



呼び方いろいろ
セクション  6
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女の子の場合
    Hey, Little girl! / Little Princess! / Sweety
男の子の場合
    Hey, Buddy! / Hey! dude!
女性や恋人同士の場合
    Hey, Honey!

おまけムービーはカラオケ動画です

ムービー 2.6 呼び方いろいろ



にがお絵ぼしゅう
セクション  7
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私のにがお絵かけますか？
Can you draw a portrait of me?

(「絵が下手だから送る勇気がない」とのGoogle+でのコメ
ントに対して)ひらりー「愛が伝わればいいと思います！」

ムービー 2.7 にがお絵ぼしゅう

    色々な新企画を考えて実行するひらりーは、2012年9月29日に似顔絵の募集を
開始しました。募集した似顔絵の中からお気に入りのものを、後日「ひらりーの
30秒英会話」の動画内で紹介するという企画でした。
    2012年10月12日に結果発表が行われ、お気に入りの似顔絵の発表後には、送ら
れた似顔絵を全てスライドショーにして、ひとつひとつにコメントをつけてくれ
ました。



【コラム】企画いろいろ
セクション  8

  ひらりーは、30秒英会話の他にも色ん
な企画を考えて実行しています。いくつ
か紹介します。

•ひらりーQ&A

  ファンからの質問回答です。

•ひらりークエスト(通称)

% 動画形式のゲームです。おかいものへ
ん(お買い物編)、すてひらりーへん(捨て
ひらりー編)、ひらたりなーすへん(平田
梨奈ース編)の3作があります。

•ひらりークイズ

  ひらりーに関する○×クイズです。本書
にも付録として掲載しました。

•GIFアニメ編

  RPG風のGIFアニメーションです。ひ
とつはWebサービスを使ったもの、もう
ひとつは手作りと思われます。
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2作目は、ファ○ナル○ァンタジー風にも見えま
すね。仲間は同期メンバーです。

ムービー 2.9 GIFアニメその2

ひらりーがあらわれた！コマンド？ドラ○エ風

ムービー 2.8 GIFアニメその1

figure:C3AAFF5B-490B-492D-ACCC-2955797E1C53
figure:C3AAFF5B-490B-492D-ACCC-2955797E1C53


•似顔絵募集

  ファンレター宛に似顔絵を募集して、
お気に入りのものを発表しました。

•年賀状デザイン募集

  2013年の年賀状のデザインを募集して、
お気に入りのものを発表しました。もし
かしたら、ひらりーが友達に年賀状を送
る際に使うかもとのことでした。

•面白画像

1.まぐろひらりー

  夏休みの宿題が終わらない8月31日
に今日は30秒英会話をおやすみしま
すと宣言した投稿での写真。ひらり
ー「さ、30秒英会話おやすみしまち
ゅ。。。 ごめんなさい( p_q)エ-ン 

おすしのひらりーでゆるして。。。( 
p_q)エ-ン まぐろひらりー食べてく
ださい　どぞっ↓」

2.ひらねこ

  ある握手会当日の朝の投稿。ひら
りー曰く「ママに写真撮ってもらっ
てアプリで字を描いた」そうです。

元ネタと思われる写真はこちら。オ
リジナルと比べ、「ねこほっぺ」や
「にくきゅう」が足されています。
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ひらねこ

まぐろひらりー

figure:DDBA44F3-31EE-45AB-B8B9-AFD844B5DA30
figure:DDBA44F3-31EE-45AB-B8B9-AFD844B5DA30
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/W3kCbmNM7pM
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/W3kCbmNM7pM
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/Vo47XSSbVvt
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/Vo47XSSbVvt
http://twitpic.com/6of2sm
http://twitpic.com/6of2sm


手紙へのお礼
セクション  9
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手紙をおくってくれてありがとう♥
Thank you for sending me letters.

ひらりー「何かひらりーに言いたいことあったら書いてく
ださーい。待ってまーす！」

ムービー 2.10 手紙へのお礼

  ひらりーはファンからの手紙も大事に読んでくれます。もしも、ひらりーに手
紙を送る際には漢字にふりがなを振ることを忘れずに。英語が得意な人は英語で
も良いでしょう。



クリスマスソング
セクション  10
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去年のクリスマスに僕は僕の心を君にあげた
でもすぐ次の日に君はそれをすてちゃった
今年は泣かないですむように
僕の心はだれか特別な人にあげるんだ

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

とってもキレイな歌声です。何の曲か分かりますか？

ムービー 2.11 クリスマスソング



【コラム】おねむシリーズ
セクション  11

  睡魔と戦いながら30秒英会話を投稿す
る時もあります。時には英会話の題材に
なるときもあります。ちょっとマニアッ
クかも知れませんが、ひらりーが眠そう
にしている動画の投稿を集めました。

  翌朝起きて、昨夜に投稿した記憶がな
いこともありました。そのくらい英会話
の投稿が習慣付いているのかも知れませ
んね。とは言え、眠いときは無理せず寝
てほしいなと願っています。
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投稿日時 日本語 英語
2012/3/13 23:47:03 私はとってもねむいです。。。 I'm really sleepy...

2012/4/27 0:09:52 こもりうた 歌って♪ Sing me a lullaby ♪

2012/7/7 23:59:06 今日は私とあなたが1年に1回あう日です！$ Today is the day when we meet once a 
year.

2012/9/10 23:33:41 かみの毛もうちょっと(短く)切ろうかな I think I'm gonna cut my hair a little bit 
shorter.

2012/9/23 23:23:49

ほんとにねむいよ～ すごくねむいよ～ 本
当にねたいよ～ ほんっとにねむいけど ね
る前にシャワーあびなきゃ…しょして！そ
したらねれる！みんなおやすみ！

I'm really sleepy, I'm so sleepy, I really 
wanna go to bed, I'm so sleepy but I have  
to take a shower before I go to bed and…
and I can go to be…!Good night 
everyone!

2012/11/15 23:45:55 スクールバスがいっちゃった！ I missed the school bus!

2012/11/19 23:39:44 明日学校だ♪ I have school tomorrow!

2012/11/26 23:05:32 もう少し寝かせて。。。 Let me sleep some more...

2012/11/28 23:04:48 おなかいっぱい！！ I'm so full !!

2012/12/28 23:32:03 ちょっとつめて！ Will you move over, please?



300回目の投稿
セクション  12

45

    「ひらりーの30秒英会話」の300回目の投稿は、ちょうど2012年の大晦日で
した。紅白歌合戦への出演を終えての感想とともに、ファンといっしょに
Google+で年越しを迎えました。

I hope that 2013 finds you 

happy and successful.

「ひらりーの30秒英会話」300回おめでとう！

ムービー 2.12 300回目の投稿

2013年も(あなたにとって)
良い年になりますように！



練習問題
セクション  13

46

練習問題 2.1 2012年下半期

答えを確認

何買ったと思う？

A. Good what I bought?

B. Goose what I bought?

C. Google what I bought?

D. Guess what I bought?
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練習問題 2.2 2012年下半期

答えを確認

I’m in MEXICO !

A. 私がメキシコだよ♪

B. メキシコにいるよ♪

C. ここがメキシコだよ♪

D. メキシコはあっちだよ♪
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練習問題 2.3 2012年下半期

答えを確認

“Mirror Mirror on the wall…Who's in the fairest of them all?”とは何の
物語のセリフ？

A. 白雪姫

B. シンデレラ

C. ロミオとジュリエット

D. 小公女
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練習問題 2.4 2012年下半期

答えを確認

 髪を切りに切ったよ♪

A. I’m going to go get my haircut.

B. I’m going to go buy a bags.

C. I went to go get my haircut.

D. I went to go buy a bags.
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練習問題 2.5 2012年下半期

答えを確認

Would you like to have some corn soup ice cream?

A. コーンスープをアイスといっしょに食べますか？

B. コーンスープとアイスどちらを食べますか？

C. コーンスープのアイスはいかがですか？

D. コーンスープのアイスは好きですか？
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練習問題 2.6 2012年下半期

答えを確認

人を呼ぶとき、”Little Princess!”は誰に使いますか？

A. 女の子

B. 男の子

C. 恋人

D. 大人

E. 子供
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練習問題 2.7 2012年下半期

答えを確認

Can you (     ) a portrait of me?

私のにがお絵かけますか？

A. write

B. print

C. draw

D. scratch



53

練習問題 2.8 2012年下半期

答えを確認

Thank you for sending me letters.

A. 年賀状をおくってくれてありがとう♥

B. 葉書をおくってくれてありがとう♥

C. 手紙をおくってくれてありがとう♥

D. プレゼントをおくってくれてありがとう♥
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練習問題 2.9 2012年下半期

答えを確認

問1（全2問）
下線部の意味を答えなさい。

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

A. すぐ次の日

B. すごく次の日

C. ずっと後の日

D. 明後日
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練習問題 2.10 2012年下半期

答えを確認

I hope that 2013 finds you happy and successful.

A. 2013年も(あなたにとって)良い年になりますように！

B. 2013年も(あなたにとって)良い年になりますように！

C. 2013年も(あなたにとって)良い年になりますように！

D. 2013年も(あなたにとって)良い年になりますように！



練習問題 解答
セクション  14

練習問題2.1    D

練習問題2.2    B

練習問題2.3    A

練習問題2.4   C

練習問題2.5    C

練習問題2.6    A

練習問題2.7    C

練習問題2.8    C

練習問題2.9    A

練習問題2.10   A
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付録
3
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「ひらりーの30秒英会話」全リスト
セクション  1

58

以下のページにて随時更新しています。

30秒英会話の更新回数などのデータ - hira(on)ly one ～平田梨奈応援サイト～

http://www.hira-onlyone.com/30%E7%A7%92%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%96%B0%E5%9B%9E%E6%95%B0%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/
http://www.hira-onlyone.com/30%E7%A7%92%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%96%B0%E5%9B%9E%E6%95%B0%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/


ひらりークイズ
セクション  2
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練習問題 3.1 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーの公式の出身地は熊本県だ。

A. ○

B. ×

  2012年9月に投稿された、ひらりーによる「ひらりークイズ」です。○×で簡単に
答えられます。あなたは何問正解できますか？(身長やポジション数などは、2012年
9月時点のデータで答え合わせをしています)
クイズ  https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/6qk158PwTLG

解答 https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/9SwNePYoaBR

https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/6qk158PwTLG
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/6qk158PwTLG
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/9SwNePYoaBR
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/9SwNePYoaBR
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練習問題 3.2 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーの生まれたアメリカの州はカリフォルニア州だ

A. ○

B. ×

練習問題 3.3 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーは14才だ

A. ○

B. ×
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練習問題 3.4 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーの同期でみょうじに田がつくメンバーは岩田華怜と田野優花のふたり
だ

A. ○

B. ×

練習問題 3.5 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーのペットはヘビで名前はポッキーとプリッツだ

A. ○

B. ×
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練習問題 3.6 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーが今まで公演でやったことがあるアンダーポジションはぜんぶで１１
ポジだ

A. ○

B. ×

練習問題 3.7 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーは同じ公演でユニットに２つ出たことがある

A. ○

B. ×



63

練習問題 3.8 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーは「RESET」公演でオリジナルのアンダーポジションで 

公演に出たことがない

A. ○

B. ×

練習問題 3.9 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーの名前「りな」はアニメのキャラクターからとった名前だ

A. ○

B. ×
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練習問題 3.10 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーは３才の時からタップダンスをならっている

A. ○

B. ×

練習問題 3.11 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーが好きなキャラクターはムック

A. ○

B. ×
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練習問題 3.12 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーはかに座

A. ○

B. ×

練習問題 3.13 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーの弟の名前はアニメの主人公からとった名前だ

A. ○

B. ×
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練習問題 3.14 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーがおひろめされたとき両方の前歯がなくて「なんで歯がないの？」と
ネタにされていた

A. ○

B. ×

練習問題 3.15 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーはまいばんママといっしょに寝ている

A. ○

B. ×
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練習問題 3.16 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーが世界で一番嫌いなことは薬をのむこと

A. ○

B. ×

練習問題 3.17 ひらりークイズ

答えを確認

バイオリンとピアノを長い間ならっていたが今ではぜんぜんひけない

A. ○

B. ×
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練習問題 3.18 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーの足のサイズは２４ｃｍだ

A. ○

B. ×

練習問題 3.19 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーの今の身長は１５３ｃｍだ

A. ○

B. ×
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練習問題 3.20 ひらりークイズ

答えを確認

ひらりーが髪を切ったのは９月２日だ

A. ○

B. ×



ひらりークイズ 解答
セクション  3

  ひらりー自身による解説付きの解答は
以下のページをご参照下さい。 

https://plus.google.com/10266303598714273
7445/posts/9SwNePYoaBR

練習問題3.1  ×

練習問題3.2  ×

練習問題3.3  ○

練習問題3.4  ×

練習問題3.5  ×

練習問題3.6  ○

練習問題3.7  ○

練習問題3.8  ○

練習問題3.9  ○

練習問題3.10  ×

練習問題3.11  ×

練習問題3.12  ○

練習問題3.13  ○

練習問題3.14  ×

練習問題3.15  ○

練習問題3.16  ×

練習問題3.17  ○

練習問題3.18  ×

練習問題3.19  ○

練習問題3.20 ×
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https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/9SwNePYoaBR
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/9SwNePYoaBR
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/9SwNePYoaBR
https://plus.google.com/102663035987142737445/posts/9SwNePYoaBR


あとがき
4   AKB48は、Google+以前と以後ではまるで様子が変わっ

てしまいました。従来もいわゆるモバメやブログなどに
よる情報発信があり、今も重要なツールとして残ってい
ます。しかし、Google+のリアルタイム性、インタラクテ
ィブ性は他のツールを補い、超え、メンバーとファンの
生活の一部となり、日々の生活そのものを映し出してい
ます。

  などと、くだらない論説は置いておいて、私をはじ
め、ファンがあっという間にひらりーに魅了されてしま
ったのは、全てGoogle+のおかげというわけではありま
せん。

  Google+があったから、私がひらりーに会えたことは確
かです。しかし、私がひらりーに魅了されたのは、ひら
りー自身が本当に魅力あふれるメンバーだからです。30

秒英会話はその鱗片に過ぎないのです。

2013年1月5日

www.hira-onlyone.com
hira(on)ly one (ひらりーわん)  

S.O
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