はじめに
茅ヶ崎方式
クロニクル

第 10 回

ディクテーション
有限会社 茅ヶ崎方式英語会

代表 大美賀 廣芳

ディクテーション学習について、茅ヶ崎方式は否定もしないし、肯定もしません。
ディクテーションとは聞き取った英文を書き取るという学習法です。聞き取った
音を一語一句書き出すので、リスニングに集中でき、音に敏感になるためリスニ
ング力を強化すると言われています。英語の音には、ストップや母音止めといっ
た「リエイゾン現象」があるため、実際には一語一句聞き取ることは難しく、自
然に、チャンクやフレーズそしてリズムを聞き取るようになります。このため、文
法理解にも役立つと考えられます。最初は、集中して繰り返し聴かないとディク
テーションはできません。この「集中して繰り返し」聴くことが、結果として英語
力向上につながるのかもしれません。
ところで、リスニングとは相手の言っていることの内容、意味を“聴き”取ることで
す。しかし、ディクテーションで培った英語力（リスニング力）だけでは、現場で
英語が使えないという結果になることがあります。皮肉なことに、ディクテーショ
ンに慣れると、音を聞いて単語にはできても、即座に意味を把握できないといっ
た状態が生じます。メモをしているから、後で意味を完璧に理解することはでき
ますが、ディクテーションのリスニングでは、音→単語→文法→日本語→意味と
いう大変な回路を使って相手の言いたいことを理解するので、長時間のコミュニ
ケーションが苦手になります。
茅ヶ崎方式では、「Listen to understand, not to learn language.」と言ってきま
した。コミュニケーションでは意味が聴き取れれば十分です。
「ギミァ ブレィ」という音を聞いて「Gimia brei」とディクテーションする人は
ほとんどいないと思います。このフレーズの意味を知っている人なら「Give me a
break!」とディクテーションし、「勘弁して！」と日本語にするでしょう。でも、
実際の現場では、そのような言語学習やTranslationをしている間はありません。
「ギミァ ブレィ」と叫ぶような語調を聞いたら、「やばい、どうしたものか」と次
の対応を考えてしまうのです。
茅ヶ崎方式英語ブックライブラリー ▶ ▶ ▶

※ 本誌は書店では販売しておりません（一部契約書店を除く）
。茅ヶ崎方式英語ブック
ライブラリー（http://chigasakischool.com/）または、茅ヶ崎方式・協力校
でお求めください。
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月刊LCTの構成と効果的な使い方
● 月刊 LCT の構成
本誌には、英語学習者向けに書き下ろした最近のニュースを素材にしたリスニン
グ教材 LCT (Listening Comprehension Test) 12 本と、ライティングドリル Writing
Training 30 題が掲載されています。12 本の LCT は 1 から 12 まで番号が振ら
れており、それぞれ学習者のレベルに応じた構成になっています。
各 LCT は、Word Test、5 para 構成の LCT とそれらの 和訳 からなり、Word
Test と LCT は QR コードでそれぞれの音声教材にリンクしています。
LCT 番号

対象レベル

使用語彙数

英検レベルの目安

LCT 1 ～ 3

初級者
（Class 1）

最も使用頻度の高い
1,000 語

～英検２級

LCT 4 ～ 7

中級者
（Class 2）

ニュースを辞書なしで
理解できる 2,000 語

～英検準１級

LCT 8 ～ 12

上級者
（Class 3）

英字新聞を辞書なしで
理解できる 4,000 語

～英検１級～

● LCT の学習法（例）
リスニング学習は言語習得の基本です。ただ聞き流すのではなく、内容を理解し
ながら繰り返し聴くことで、使える言語の習得に繋がります。ぜひ、次の方法で
聴いてみてください。

1. Word Test の音声を聴き、LCT に使われている単語を確認します。
→ 意味のわからないものは右ページの和訳で確認しましょう。
2. テキストを見ずに LCT の音声を聴きます。
→ 何のニュースかおよその内容が分かるまで繰り返し聴いてください。
Point !

3. 内容をおおよそ把握できたら和訳で確認します。
上手く聴き取れなかった Words や表現を英文と和訳で学習し、その後、内容と英文が
一致するまで LCT を繰り返し聴いてください。また、内容を理解すると同時に、リズム
とイントネーションを学ぶつもりでリスニングしてみてください。

● Writing Training の学習法（例）
Writing Training のテーマは最新のニュースです。練習を繰り返すことで、簡潔
で論理的なニュースの英文が、誰でも楽しく書けるようになります。

Point !

4 4 4

1. 単語と文法で英文を創り出す英作文ではなく、和文の意味に合わせて Chunk（意味
のある語の塊）を英語の語順に当てはめていく感じでライティングしてください。

2. 正しい英文を作るというよりも、内容が伝わる英文を作る意識で書いてください。1 題
を 2 分で書けるように練習してください。

3. ライティングの正解は 1 つではありません。付属の英文訳例は Native Editor が納得し
た英文です。これを模範にしてご自身の英文と比較し、自分で添削してみましょう。疑
問は辞書やネットで調べてください。自分で調べることで力がつきます。
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LCT 1

Akita Puppy for Skator Zagitova Makes Debut

LCT 1

◉ 音声データ
Word Test

LCT 2

Word

Test

LCT 3

1. public
2. expect
3. ceremony
4. decide
5. offer

6. honor
7. victory
8. president
9. assistance
10. natural

LCT 5

1. People in northern Japan have revealed an Akita puppy that will be
gifted to Russian figure skater Alina Zagitova, a gold medalist at the
PyeongChang Olympics.

LCT 6

LCT 4

◉ Listening Comprehension Test

LCT 7
LCT 8

2. The Akita dog preservation group showed the female puppy to
the public on Thursday. They are expected to hold a presentation
ceremony in Moscow later this month.

LCT 9
LCT 10

3. Zagitova fell in love with Akita dogs while training in Japan before the
Olympics. The group decided to offer an Akita puppy to her to honor
her victory.

LCT 11
LCT 12

4. The 15-year-old skater chose the dog from among several photos of
puppies. She said she will name the dog “Masaru,” meaning “victory”
in Japanese.

WrT 1

◉ 音声データ
LCT

WrT 2
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5. In 2012, an Akita dog was presented to Russian
President Vladimir Putin. This was a gift to thank
Russia for its assistance after the 2011 natural
disaster.

ザギトワの秋田犬披露

Word

Test

ー 訳 ー

C 1 初級

1. 一般大衆
6. 名誉、尊重する
2. 期待する
7. 勝利
3. 儀式、式典
8. 大統領、総裁、代表、社長
4. 決定する
9. 助力、援助
5. 提案、申し出、提供する、 10. 自然の
申し出る

◉ 全訳

1. 北日本の人々が、平昌五輪の金メダリストのロシアのフィギュアスケート選手ア
リーナ・ザギトワに贈呈する秋田犬をお披露目した。

2. 秋田犬保存会は木曜日（5 月 3 日）、雌の子犬を公開した。保存会は今月末に
モスクワで贈呈式を行う予定である。

3. ザギトワ選手は、五輪前に日本で練習中に秋田犬に一目ぼれした。保存会は
彼女の勝利を讃えて秋田犬を贈ることを決定した。

4. 15 歳のスケート選手は数枚の子犬の写真の中からその犬を選んだ。彼女は、
日本語で「勝利」を意味する「マサル」という名前をその犬に付けると語った。

5. 2012 年に、秋田犬はロシアのウラジーミル・プーチン大統領に贈呈された。
これは、2011 年の自然災害後のロシアの援助に対して感謝を表す為の贈り物
であった。
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

an Akita puppy : 秋田犬の子犬。秋田犬と書いて「あきたいぬ」と読む。

LCT 2

秋田犬の祖先となった犬は、秋田県大館地域に存在した狩猟の犬・マタ
ギ犬と考えられている。昭和初期以前の秋田犬は、洋犬や他の日本犬と
の雑種化が進み、外見も性格も一定していなかった。これは、秋田犬をよ

LCT 3

り強い闘犬とするための交配を進めた為である。しかし、1916 年に闘犬が
禁止され、秋田犬の存続を危ぶんだ愛好家や研究者により新しい秋田犬

LCT 4

となるべく、改良と作出が始まり、1931 年には、天然記念物秋田犬として

LCT 5

の標準が探られた。1919 年に発令された天然記念物保護法の指定動物

部分もある。

登録されることとなった。成犬の体高は 60 ～70 センチメートルほどになる。
飼い主に忠誠心が大変厚い。狩猟犬や闘犬の、勇敢で頑固な気質が残る

LCT 6

Alina Zagitova : アリーナ・ザギトワ。2002 年生まれのロシア・イジェフ
スク出身のフィギュアスケート選手。2008 年に競技を始め、一昨季（2016

LCT 7
LCT 8

～ 2017）の世界ジュニア選手権で優勝した。昨季（2017 ～ 2018）
、シニ
アデビューし、2017 年 12 月、名古屋であったグランプリファイナルで優勝。
世界歴代最高の 82.92 点を出し、合計得点 289.57 点で優勝した。

2018 年 1 月の欧州選手権も制した。平昌五輪でも、ショートプログラムで

LCT 9

Para.2

The Akita dog preservation group … on Thursday. : 秋田犬保存会

LCT 10

は 5 月 3 日、秋田県大館市で開催した犬の展覧会で、平昌五輪のフィギュ
アスケート女子で金メダルを獲得したザギトワ選手に贈る秋田犬の子犬を披
露した。生後およそ 2ヶ月半の赤毛の雌で、体重はおよそ 8 キログラム。飼

LCT 11

い主の浜田正巳さんに抱きかかえられて登場した子犬は、おとなしい様子で
周りを眺めたり、一緒に披露された兄弟の子犬とじゃれ合っていた。浜田さ

LCT 12

んは、
「選ばれてうれしい。人なつっこい性格の子犬なので、ザギトワ選手に
かわいがってもらってほしい」と話したとのこと。

WrT 1
WrT 2

They are expected to hold … in Moscow later this month. :
be expected to ~ = ～とみられる。～だろう。 e.g. Nathan Chen was
グラムで勝つと思われていた）
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LCT 1 : Akita Puppy for Skator Zagitova Makes Debut

Para.3

Zagitova fell in love with Akita dogs … before the Olympics. : ザギ
トワ選手は、五輪大会前に新潟市内で調整中、雑誌に載っていた秋田犬
の写真を見て気に入り、母親に飼いたい旨を伝えたところ、
「オリンピック
でいい滑りができたらね」と母親から言われたとのこと。
fall in love with ~ = ～に一目惚れする。 e.g. Tom fell in love with the
beautiful young girl.（トムはその美しく若い女の子に一目惚れした）

The group decided to offer an Akita puppy to her to honor her
victory. : offer A to B = A を B に提供する。 e.g. Mary offered a glass
of beer to her father.（メアリーはグラス一杯のビールを父親に勧めた）
Para.4

The 15-year-old skater … several photos of puppies. : アイスショー
への出演で 4 月に来日したザギトワ選手は、5 匹の候補の子犬の写真を見
てその中から１匹を選んだ。

She said she will name the dog … meaning “victory” in Japanese.::
name A B = A を B と 名 付 け る。 e.g. The couple named their son
“Momotaro”.（夫婦は彼らの息子を「桃太郎」と名付けた）
Para.5

In 2012, an Akita dog was … Russian President Vladimir Putin. :
2012 年 7 月、佐竹敬久秋田県知事からプーチン大統領への贈り物として、
天然記念物である秋田犬（生後 95 日の子犬。プーチン大統領が「ゆめ」
と名前をつけた）をモスクワのシェレメチェボ国際空港特別室で知事の親
書と共にロシア側に手渡した。贈呈に至った経緯は、同年 6 月にメキシコ
で開催された日ロ首脳会談において、プーチン大統領に野田首相が、秋
田県から東日本大震災の際のロシアからの被災地支援に対するお礼と5 月
の大統領就任のお祝いの意を込めて、愛犬家である大統領に秋田犬を贈
呈したい旨を表明し、これを大統領が快諾したことにより実現したとのこと。

5 月 27 日にモスクワで行われたザギトワ選手に秋田犬保存会が子犬を贈呈する式典
には、首脳会談のためにロシアを訪問中の安倍晋三首相も昭恵夫人とともに臨席した。
日本政府関係者は「日ロ友好関係を演出する良い機会になる」と強調していた。
（YK）
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Who

?
s
i
h
t
is

Detective Quiz

誰もが知っているこの人物は誰でしょう？

profiling

003

No.

やあ、また
お会いし
ましたね
前回から
。
始まった
謎解きク
ズ「Who
イ
is this?」
の探偵で
す。 あ る
人 物 を、
基本の英
単 語 500
語 だ けを
使 って 説
明し た 文
書を発 見
した の だ
が、 名 前
だけが 判
読 できん
のだよ。
あなたは
、これが
だかお分
誰
かりかな
？

X x x x x x x x X x x x x x x was the
first foreigner to fully introduce
Japan to the world. Xxxxxxx
was a medical doctor at Dejima
in Nagasaki at the end of the Edo Period. He
taught medicine and modern science to young
Japanese people and studied Japan very hard
for six years. After returning home, Xxxxxxx
introduced Japan to the Western world in
detail. Thirty years later, he visited Japan
again. During his four-year stay in Edo,
Xx x x x x x served as a diplomatic
a d v i s o r t o t h e To k u g a w a
Shogunate.

■■■■・■■■・■■■■■は、日本を世界に十分に紹介した最初の外国人だった。
■■■■■は、江戸時代末期の長崎・出島の医師だった。彼は、６年間にわたり、日本
の若い人たちに、医学と近代科学を教え、日本をたいへん熱心に研究した。帰国後、■
■■■■は、日本を詳細に西欧世界に紹介した。30 年後、彼は再び日本を訪れた。江
戸での４年間の滞在中、■■■■■は、徳川幕府の外交顧問を務めた。
（答えは 47 ページ）
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Writing Training 1
LCT 1

1.

ニュースを英文にしてみましょう
きぬがさ さちお

亡くなった野球選手の衣笠祥雄氏は、現役を終えた（ところの）1987 年に
国民栄誉賞 (the People’s Honor Award) を受賞した。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

2. 愛知県は、
2005 年に愛知万博が開催された
（ところの）場所に「ジブリ(Ghibli)
テーマパーク」を開業すると発表した。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

3. フィギュアスケーター羽生結弦選手の 10 万人以上のファンが仙台市の通りに
集まった。そしてそこで彼のパレードが行われた。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

4. 国王は、彼が国名をスワジランド (Swaziland) からエスワティニ (eSwatini) に
変更した（ところの）理由を説明した。

LCT 11
LCT 12

5.

WrT 1

英語学習者が能力 (proficiency) 試験のスコアを上げられる（ところの）方
法を示した本が良く売れている。

WrT 2
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Writing Training 1 英文例文

作った英文と較べてみましょう。

LCT 1

1. The late baseball player Sachio Kinugasa received the People’s Honor
Award in 1987 when he finished his professional career.

LCT 2
LCT 3

2. Aichi Prefecture said it will open a Ghibli Theme Park at the site
where the Aichi Expo was held in 2005.

LCT 4

3. More than 100,000 fans of figure skater Yuzuru Hanyu gathered on
the streets of Sendai City, where his parade was held.

LCT 5

4. The king explained (the reason) why he changed his country’s name
from Swaziland to eSwatini.

LCT 6
LCT 7

5. Books that show (the way) how English learners can improve their
proficiency test scores are selling well.

LCT 8

6. Some 2,000 guests attended a spring garden party the Emperor and
Empress hosted on Wednesday.

LCT 9

7. A police sergeant was shot to death by a 19-year-old fellow officer the
Shiga prefectural police hired last April.

LCT 10

8. It was the fourth home run Shohei Otani has hit as a Major Leaguer.

LCT 11

9. One of the coaches table tennis player Kasumi Ishikawa is getting
professional advice from is her mother.

LCT 12
WrT 1

10. The inmate arrested on Monday explained to police the reason he had
escaped from a prison in Ehime Prefecture.

WrT 2
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茅ヶ崎方式英語会の教本＆音声 CD
● 教本

国際英語教本

国際英語教本

Book1 初級

Book2 中級

印刷版 定価 1,800

印刷版 定価 1,800

円

（本体 1,667 円＋税）

【終了時レベル：TOEIC600点程度 英検２級程度】

円

（本体 1,667 円＋税）

【終了時レベル：TOEIC735点程度 英検準1級程度】

中学卒業程度の英語力でスタートできる 茅ヶ崎方式

高校卒業 ･ 大学初学年程度のレベルで、BOOK １の

英語学習法の入門編です。この学習法の基盤となる

1000 語に加えて、次の段階の 1000 語を身につけ、

4000 語のうち、最初の 1000 語を徹底的にドリルす

同時に現代社会を理解するのに必要な基礎知識を学

ると同時に、英語の運用力の中核となる 10 項目の文
法事項（前置詞、接続詞、目的補語、関係詞、関係
詞省略、仮定法、不定詞、分詞、動名詞、イディオム）

びます。教本は、１. 一般（１）
、２. 事故 ･ 事件 ･ 災害、
３. 政治、
４. 外交、
５. 一般（２）
、
６. 経済、
７. 貿易、
８. 安
全保障 ･ 防衛の８章４０のユニットからなります。

を繰り返し学習します。

国際英語教本

国際英語教本

Book3 上級 I

Book5 対話

印刷版 定価 1,800

印刷版 定価 2,500

円

（本体 1,667 円＋税）

円

（本体 2,315 円＋税）

BOOK-5 は、BOOK-1～4 が い わ ば input（READING
と LISTENING）の学習であったのに対して、output
（WRITING と SPEAKING）を学習するための教本です｡

国際英語教本

Book4 上級Ⅱ
印刷版 定価 1,800

円

（本体 1,667 円＋税）

【終了時レベル：TOEIC860点程度 英検1級程度】
BOOK-3、BOOK-4 では、残る 2000 語を含む 4000 語
を全て用いて、LISTENING の完成を目指します。また、
巻末に「基本文法事項・慣用語法を含む用例番号リ
スト」を付し、BOOK-1 で学習した SYNTAX を多数の
用例から帰納的に体得出来るようにしてあります。

国際英語教本

文法
印刷版 定価 3,240

円

（本体 3,000 円＋税）

基本語彙 4,000 語をどのように配列すれば英語として
文意を正確に伝えられるかをニュースを素材にした
用例を語法の面から解き明かしました。

お求めは茅ヶ崎方式英語ブックライブラリーにて！

茅ヶ崎方式英語会の教本＆音声 CD
● 音声 CD
国際英語教本 Book1 〜 Book5 の音声
を収録した CD です。

国際英語基本

【音声CD 4枚組】

国際英語教本
Book1 初級

4,000 語
印刷版 定価 2,500

定価 2,700

円

円

（本体 2,500 円＋税）

（本体 2,315 円＋税）

【音声CD 4枚組】

茅ヶ崎方式英語学習法のすべての基盤となる 4000 語を
網羅し、派生語や語源、語法の注意、重要な例文など
精選された情報は、英検１級 ･ 準１級、通訳ガイド試

国際英語教本
Book2 中級
定価 2,700

験などの受験者や合格者、英語教育者の必携の用語集

円

（本体 2,500 円＋税）

です。現在の日本で手に入れられる最も優れた国際英
語 ･ 用語集の１冊です。第 1 期オバマ大統領就任演説
（2009）
で使用された語彙の 98% を網羅していました。

【音声CD 4枚組】

国際英語教本
Book3 上級Ⅰ
定価 2,700

0 からスタート

再学習の英語
印刷版 定価 2,160

円

（本体 2,500 円＋税）

前編

【音声CD 5枚組】

国際英語教本
Book4 上級Ⅱ

円（CD 付）

（本体 2,000 円＋税）

定価 3,240

円

（本体 3,000 円＋税）

0 からスタート

再学習の英語
印刷版 定価 2,160

【音声CD 3枚組】

後編

国際英語教本
Book5 対話

円（CD 付）

定価 2,160

（本体 2,000 円＋税）

BOOK-0 前編・後編は、中学校で一応英語を勉強しなが
ら、よくわからなかったり、途中で挫折した人、社会に
出てからもう一度英語をやり直したい人のための基本の
再学習教本です。用語を 500 語にしぼり、英語の 4 技能
(listening, reading, writing, speaking) の基本が、知らず知
らずのうちに身につくように編集されています。

円

（本体 2,000 円＋税）

※ 教本の PDF 版、および音声の MP3 版は、
下記のサイトより無料（『文法』は有料）
でダウンロードしていただけます。
※ 印刷版の教本のうち、文法、Book5、4000
語以外は領価を抑えるため１色印刷にして
います。下記のサイトにて印刷サンプルを
ご覧いただけます。

茅ヶ崎方式英語ブックライブラリー

chigasakischool.com
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