はじめに
茅ヶ崎方式
クロニクル

第2回

ポータブルオーディオプレーヤーと
茅ヶ崎方式

有限会社 茅ヶ崎方式英語会
代表 大美賀 廣芳

「英語は自分でやるしかない」
「教えもらって身につくものでもない」茅ヶ崎方
式英語学習法の秘密は「自律的学習」支援にある。そこには、実際のコミュニ
ケーションに使用する英語表現を、繰り返しリスニング学習させる仕組みがあ
る。この繰り返し学習に不可欠なのが、
ポータブルオーディオプレーヤーである。
茅ヶ崎方式英語会創設の 2 年前、1979 年、世界初のポータブルカセットプレー

ヤー「ウォークマン」がソニーにより開発され、常に音楽と共にありたい若者

のニーズに応えた製品として市場を席巻した。同時に、英語学習者にもそれは
福音となる装置であった。
「ウォークマン」がなければ、茅ヶ崎方式英語学習法
は成り立たなかった。台所仕事をしながら、通勤・通学の電車で、就寝前のベッ
トの上で、机に向かわなくてもリスニング学習ができるのは、当時としては画期
的な出来事だった。そしてやってみると、リズムにのって音から意味を捉える
練習は感覚的で、面倒臭くなく、意外と楽しい。
最初のウォークマンは随分と高価だったが、いつでもどこでもリスニング学習
ができるならばと、
小遣いをはたいて購入した学習者も多くいた。その後、
ウォー

クマンは「CD」
「MD」
「mp3 プレーヤー」などに対応していく。この間、高

機能化、小型化、そしてリピート機能も格段に進化している。加えて最近では、

スマホがポータブルオーディオプレーヤーとしても使える。今、さらに、リスニ
ング学習のための環境は整っている。
本誌では、パソコンやスマホのようなネット接続と音声再生の機能を備えた機
器を用いて、簡単に音声再生ができるように工夫している。QR コードでウェブ

上の音声データにリンクし、ブラウザで音声を再生する。データをダウンロー

ドしたり、選曲したりする必要がなく、まさしく、ユビキタスなリスニング学
習環境を実現したものである。このような工夫がどのように学習者に受け入れ、
どれほど自律的学習を支援できるのか、今後が楽しみである。

（つづく）

茅ヶ崎方式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。茅ヶ崎方式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
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→ 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。
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Point ! 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。

音声データのダウンロード

● 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。
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。

1. QRコードを読み取れる方
右のQRコードを
読み取って、zip
ファイルをダウ
ンロードしてく
ださい。

2. QRコードを読み取れない方

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

以下のサイトからダウンロードし
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

http://o-mika.com/QR73/
monthly/02/02allmp3.zip

を 2 分で書けるように練習してください。

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。

2

4

上野動物園の子供たちへの呼びかけが人気

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。

3. 内容をおおよそ把握できたら和訳で確認します。

Point !

Ueno Zoo Sends Out Message for Children
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LCT 1
LCT 1

Ueno Zoo Sends Out Message for Children

LCT 1

◉ 音声データ
Word Test

LCT 2

Word
Test

LCT 3

1. invite
2. return
3. break
4. most
5. permission

6. enemy
7. cause
8. huge
9. reaction
10. peak

上野動物園の子供たちへの呼びかけが人気

Word
Test
ー 訳 ー

1. 招待する
2. 帰還（する）、

返却（する）
、
戻す

3. 壊す、破る、破れる,
中断、
休暇

6. 敵、敵軍、
≠friend:味方
7. 原因（となる）、理由
8. 巨大な
9. 反応
10. 頂点(頂上)、山、

◉ 全訳

1. A zoo in Tokyo has invited children to come and visit the animals if
they don’t feel like returning to school after the summer break.

1. 東京の動物園が、子どもたちに対して、夏休みが終わった後学校に戻りたく

2. Ueno Zoo extended the invitation on Twitter on August 30th, two days
before most schools in Japan reopened for the autumn term.

2. 上野動物園は、ほとんどの日本の学校で 2 学期が始まる 2 日前の 8 月 30 日に

3. The tweet said you don’t have to get anyone’s permission when you run
from what you don’t like. It said animals never hesitate when they flee
from their enemies.

3. ツイートは、嫌なものから逃げるのに誰の許可もいらないと呼びかけた。動

LCT 6

◉ Listening Comprehension Test

LCT 5

最高になる

LCT 4

4. 最も多い、ほとんど
5. 許可

C 1 初級

ないならば、動物たちに会いに来るよう呼びかけた。

LCT 7

ツイッターでそのような呼びかけを行った。

LCT 8

物たちは敵から逃げる時、決してためらわないとツイートは付け加えた。

LCT 9

4. このネット上のメッセージは大きな反響をよび、12 万人が「いいね」した。

LCT 10

4. The online message caused a huge reaction with 120,000 people saying
they liked it.

5. 日本で自ら命を絶つ子どもの数は、例年 9 月 1 日前後にもっとも多くなる。

LCT 11
LCT 12

5. The number of children in Japan who take their own lives peaks on
and around September first every year.

WrT 1

◉ 音声データ
LCT

WrT 2

4

LCT Monthly vol.2, February 2018

月刊LCT 2018年2月号

5

◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

Para.4

like eating anything this morning. （今朝は食べる気がまったくしなかった。
）

LCT 2
LCT 3

The online message caused … with 120,000 people saying they liked
it. : 上野動物園のツイッターのフォロワーは 46 万人を超えるが、普段は「いい
ね」のボタンを押す人は 1つのメッセージについて数百から数千人程度だ。

break : 普段の活動を休みにする期間＝休憩、休暇。

[with ＋ 名詞（with の目的語）＋ 現在分詞／過去分詞／その他の語句 ] の

Ueno Zoo : 正式な英語名称は、Ueno Zoological Gardens。上野といえ

ことができる。e.g. The runner crossed the ﬁnish line with her arms held

ば動物園を思い浮かべる人も多いほど、広く知られている日本で最初にで

up.（その走者は、両腕を上げてゴールを切った。
）

きた動物園。1882 年（明治 15 年）に開園し、1924 年（大正 13 年）から

*huge は、hjúːdʒ の他、júːdʒ とも発音される。

組み合わせで、主文と同時進行で起きていることや、主語の状況を述べる
Para.2

LCT 4

は東京市（現在の東京都）の管理下に置かれた。約 350 種、2500 匹の
動物を飼育しているそうだ。

LCT 5

Para.5

The number of children … September first every year. : 2013 年まで
の 42 年間における18 歳以下の子どもの自死を内閣府が分析してみたところ、

LCT 6
LCT 7
LCT 8
LCT 9
LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2

6

feel like returning : feel like ~ ing ＝ ～したいと思う。 e.g. I didnʼt feel

LCT 1 : Ueno Zoo Sends Out Message for Children

Twitter : 短いメッセージや画像などをインターネット上で発信・交換でき

9 月1日に命を絶った子供の数が最も多かったそうだ。これに次ぐのが 9 月

る social networking service（＝ SNS）の一種。twitter は、本来、小鳥

2 日と 8 月 31日だった。内閣府は「長期の休み明けは、生活環境が変わり、

等のさえずりのこと。2 年前の数字だが、日本における月間のツイッターユー

大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすい」と指摘している。

ザーの数は、3500 万人に上るそうだ。スマートフォーンの普及と共に、若

このような指摘を受けて、近年夏休み明けの子どもたちに対するさまざまな働

者だけではなく、中高年の利用者も増えているという。報道機関や政府機

きかけがなされている。2016 年は鎌倉市市立図書館が「9 月から学校へ行く

関・公共施設などの中にも、公式のツイッターアカウントを開設し、情報

くらいなら死んじゃおうと思ったら、
逃げ場所に図書館も思い出してね」とツイー

発信を行うところが増えている。選挙運動など政治活動にも活用されてい

トして、話題を呼んだ。また 2006 年に新聞紙上で紹介された劇作家の鴻上

る。トランプ米大統領は、選挙期間中からツイッターで発信を多用し、今

尚史さんの「とことん逃げろ」というメッセージも繰り返し引用されている。鴻

ではフォロワーの数が3000万を超えるという。
フォロワーになると、
フォロー

上さんはこう述べた。
「だいじょうぶ。この世の中はあなたが思うよりずっと広

した人物または組織が発信したメッセージが、自分のアカウントに自動的

いのです。あなたが安心して生活できる場所が、ぜったいにあります」
。

に送信されてくる。
Para.3

The tweet said … what you don’t like. It said … from their enemies. :
Twitter 上の個々のメッセージは tweet と呼ばれる。tweet は「ツイッター
上で～と述べる」という意味の動詞としても使われる。
上野動物園のツイッターアカウントで夏休み終了直前に発信されたメッ
セージは以下の通り。
「学校に行きたくないと思い悩んでいるみなさんへ アメリカバクは敵から逃
げる時は、一目散に水の中へ飛び込みます 逃げる時に誰かの許可はいり

日本では自殺する人の数は、10 年ほど前の「自殺対策基本法」の施行などもあり、
2003 年の 3 万 4400 人余りをピークに減っている。しかし、小中高校生の自死はこ
こ10 年ほど年間 300 人前後で推移し、同年代人口の減少にもかかわらず、減ってい
ないという。原因の特定に至らず、不慮の死とされる場合も少なくないようだ。またリ
ストカットなどを繰り返す自殺予備軍の子どもは自殺者の何倍あるいは何十倍もいる
と考えられている。
専門家によれば、子どもたちを自殺に追い込む原因は、いじめなどの学校での問題

ません。脇目も振らず逃げて下さい もし逃げ場所がなければ、動物園に

のほか、
家族との関係や心の病など多岐にわたる。ただ、
自殺の前に自傷行為をしたり、

いらっしゃい。人間社会なんぞに縛られないたくさんの生物があなたを待っ

自殺について言及したりするなど、何らかのサインを発する場合が多いそうだ。学校

ていますから」

や家庭の外でも、子どもたちが安心して立ち寄れる場所があり、彼らを見守り、声を

このメッセージには水の中を泳ぎ回るアメリカバクの写真が添えられた。

かけてくれる大人がいることが大切だと感じる。
（RF）
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Let's Read an Essay in English !

English Essays :

"Thoughts in words,
to connect you and I"

expected “Eid is a special day that we celebrate with our family”, I
began mine playfully.
サヤ

ナジュワ

Saya Najwa
常夏の国から日本に来て10年。学びは「ネバーエンディング・ジャーニー」と考える
サヤさんの、英語学習を優しい視点で綴ったエッセイをお届けします。ニュースの英語
とはひと味違う、「気持ち」や「考え」を伝える英語の心地よさをお楽しみください。
第1回は筆者の自己紹介を兼ねたエッセイ２編、"Reignite" と "Snail Mail" です。

“RRRRingggggg! The bells on my alarm went off as I rose to a
beautiful morning on Eid”.
I remember that first word vividly as my tutor was very specific
in mentioning his liking to how I started my essay. I didn’t think a
word as simple as ‘ring’ could make such a difference in setting the
tempo or mood of the entire essay and how it would be received by
the reader. That was an important lesson to me in how one’s writing

#1 Reignite

should be crafted with the reader’s joy in mind.

How does one start writing again after leaving it for so long? My

There are great writers in the history of literature and while I

fingers have remained idle saved for writing the occasional work

would not even dare consider myself anywhere near any writers of

emails or simple short messages scattered across Facebook and

importance, I believe all writers strive for the same goal. I would

other social medias.

be happy if anything I wrote managed to spark interest in anyone
who reads it. If my words manage to move my reader in the tiniest

To manifest one’s thoughts in words is something I don’t take

way even, a little smile or a lingering thought, then I would have

lightly. In my opinion, that manifestation requires purpose and

considered myself successful and that horrible brick wall would no

intent. When I write, I seek to connect with my readers through a

longer exist.

common understanding or a mutual feeling, like a conversation
shared between two friends. Otherwise, I feel my writing would

So here it begins, a little column that I have been generously

have gone nowhere or has hit a hard, horrible brick wall and failed

entrusted with by some of the kindest people I know, to be filled

miserably. A bit dramatic but true nonetheless.

with thoughts manifested in words. Words that I hope will connect
you, the appreciated reader and I, the much to learn writer, as

I have always enjoyed creative writing even as a child. My fondest

mutual enthusiasts of the English language and hopefully one day,

memory of it was from when I was 15 years old and my English

as friends too.

tutor praised an essay I had written as homework. The essay was

(Continued on p.38)

about Eid in Malaysia and while my peers started theirs with the
16
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Writing Training 2

ニュースを英文にしてみましょう

※ 参考の訳文は 74 ページ

中級

LCT 1

1. 30 の原子炉が運転を再開しているとみられる 2030 年度には原子力は日本

6. 中国は大気をよりきれいにする努力の一環としてガソリン (gasoline) 及び

2. 安倍晋三首相は、国内経済を浮揚させるため、財界に賃金を上げるよう要

7. 防衛省は 2018 年度に過去最高の 5 兆 2500 億円の予算を要求した。

3. 財務省によると、国の借金の総額は今年 3 月末に過去最高の 1071 兆円を

8. 東芝は原子力事業の失敗が主な原因で巨額の赤字に悩まされている。

4. 昨年の同時期と比較して、スーパーマーケットの国内売り上げは 1 ～ 6 月期

9. 日本の電気通信大手のソフトバンクは新型アイフォーンの発売を前に新料金

5. 世界的競争が、排出ガスゼロ (zero-emission) 車の市場で激しくなり始めた。

10. 日本の自動車メーカートヨタとマツダはアメリカに組立工場を建設するために

の全電力供給量のおよそ 20 パーセントを占めるだろう。

ディーゼル (diesel) 車の生産と販売の禁止を検討している。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

請した。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

記録した。(1000 兆 : quadrillion)

LCT 8
LCT 9
LCT 10

に 1.5 パーセント下落し、6 兆 3000 億円となった。

(rate) プランの詳細を発表した。

LCT 11
LCT 12
WrT 1

連携するようだ。

WrT 2

72

LCT Monthly vol.2, February 2018

月刊LCT 2018年2月号

73

Writing Training 2 英文例文
LCT 1
LCT 2
LCT 3
LCT 4
LCT 5
LCT 6
LCT 7
LCT 8
LCT 9
LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2
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作った英文と較べてみましょう。 中級

1. Nuclear power will account for about 20 percent of Japan’s total power
supply in fiscal 2030 when 30 nuclear reactors are expected to have
resumed operation.
2. Prime Minister Shinzo Abe urged business circles to raise pay to
boost the domestic economy.
3. According to the Finance Ministry, the amount of the national debt
hit a record 1.071 quadrillion yen at the end of March this year.
4. Compared with the same period last year, domestic sales of supermarkets
declined by 1.5 percent to 6.3 trillion yen in the January-June period.
5. Global competition has begun to intensify in the zero-emission
vehicle market.
6. China is considering a ban on the production and sale of gasoline and
diesel cars as part of its efforts for cleaner air.
7. The Defense Ministry has requested its largest-ever budget of 5.25
trillion yen for fiscal 2018.
8. Toshiba is burdened with huge deficits due mainly to the failure of its
nuclear power business.
9. Softbank, Japan’s telecommunications giant, has announced details of
its new rate plans ahead of the release of new iPhones.
10. Japanese car manufacturers Toyota and Mazda are expected to join
hands to construct an assembly plant in the US.
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茅ヶ崎方式協力校のご案内

受講希望者はお近くの協力校に直接お問い合わせください

● 東 北 (3)

藤沢駅前校

0467-83-1765

愛 知 (8)

加古川校

079-454-2458

青森

湘南台校

0466-44-8157

名古屋緑校

052-892-1892

龍野校

0791-62-1418

鎌倉校

045-864-7183

名古屋岩塚校

052-419-2580

赤穂校

0791-62-1418

小田原校

0465-36-1288

名古屋天白校

052-801-4276

芦屋校

090-1676-5531（木山）

新百合ケ丘駅前校 folks3chigasaki@yahoo.co.jp

名古屋栄校

052-251-0833

奈 良 (2)

相模原橋本校

042-774-2310

名古屋久屋大通校 sjwatanabe@gmail.com

奈良校

0742-43-0335

鷺沼駅前校

044-877-1711

尾張旭校

0561-52-9060

西大和校

050-1451-5654

あざみ野校

045-901-6880

刈谷校

0566-36-5147

● 中 国 ・ 四 国 (10)

岡崎安城三河校

080-4302-9375

広 島 (3)

青森校

017-734-6566

宮城
仙台泉校

chigasakieigo.sendai@gmail.com

山形
山形校

023-635-0292

● 関東 (56)
東 京 (21)

千 葉 (12)

九段校

080-4460-0094

浦安校

047-355-5061

岐 阜 (4)

池袋校

03-5992-4110

我孫子北校

04-7183-6621

岐阜校

渋谷松涛校

090-8778-2499

京成津田沼校

047-454-5574

岐阜駅前校

目黒校

03-3788-3343

JR 津田沼校

047-409-0477

目黒碑文谷校

03-5704-0639

佐倉校

目黒駅前校

090-2287-3112

武蔵小山校

090-2287-3112

新宿校
千歳烏山校

福山校

0849-31-2277

058-232-5992

福山北校

0847-51-2623

058-263-4378

広島校

0848-77-0585

可児桜ケ丘校

cedar25-yoko@nifty.com

山 口 (2)

043-487-3871

中津川駅前校

0573-66-8586

山口校

083-923-7001

西船橋北口校

info5958@gmail.com

長 野 (3)

萩校

090-7371-3489

西船橋南口校

047-401-5757

長野校

026-227-7173

香 川 (2)

http://alpha-english.jp/

千葉英語教室

funabashi990@yahoo.co.jp

松本校

0263-36-3638

高松番町校

087-897-3824

holywhitie@gmail.ccm

西千葉英語教室

funabashi990@yahoo.co.jp

松本駅前校

0263-33-8115

観音寺校

0875-25-5929

石神井公園校

03-5910-5881

市川妙典校

090-8514-8393

富山

中村橋校

03-3825-3572

本八幡校

047-314-1700

高岡校

十条校

03-3900-7072

南柏英語教室

080-5462-7830

● 関 西 (19)

高知

恵比寿駅前校

090-8006-2786

埼 玉 (4)

京 都 (3)

高知校

日本橋人形町校

03-3669-5488

さいたま浦和校

048-777-6370

京都校

075-432-5450

徳島

国分寺校

042-321-8713

さいたま緑校

090-5417-2530

京都駅前校

075-352-5014

鳴門校

八王子南大沢校

042-674-0559

所沢校

04-2924-2072

京都岩倉校

0120-075-502

● 九 州 ・ 沖 縄 (6)

鶴川駅前校

090-6000-8928

熊谷校

048-580-5361

大 阪 (8)

久我山校

03-3334-4944

茨 城 (3)

大森駅前校

080-2243-4446

つくば校

西新宿校

03-5339-1810

本郷三丁目校

info@lucky8go.com

神 奈 川 (14)

愛媛

090-5687-2062

松山校

motokontoko@coffee.ocn.ne.jp
088-856-7233
088-685-6812

福 岡 (2)

大阪難波校

06-6635-5721

福岡中央校

info ＠ flschigasaki.com

029-851-5669

大阪梅田校

coco-academy.com

北九州黒崎校

093-883-7353

つくば南校

080-5048-3042

大阪上本町校

06-6765-8806

佐賀

牛久校

029-873-8743

大阪京橋校

06-7171-5401

佐賀校

新大阪校

hummingbirdy1234@gmail.com

長崎

北千里校

kitasenrieigo@gmail.com

長崎校

寝屋川校

072-800-5295

熊本

志紀校

072-929-8566

熊本校

群馬

茅ヶ崎校

0467-83-1765

太田校

横浜西谷校

045-383-6650

栃木

日吉校

045-565-1996

宇都宮校

横浜関内校

yeschigasaki@gmail.com

● 中部 (17)

笠間校

045-891-6618

静岡

能見台校

045-367-8611

浜松校

090-3043-3529
028-636-7250

兵 庫 (6)

053-449-5341

090-8832-8787
095-844-1775
090-7531-5931

鹿児島

神戸中央校

078-333-7188

三田校

079-560-2302

鹿児島校

099-227-5173
（2018/2/1 現在）

※ 協力校はそれぞれが独立して開設・運営しており、茅ヶ崎方式英語会が運営するものではありません。

茅ヶ崎方式英語会

http://chigasakieigo.com/
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