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第 1 回＊

茅ヶ崎方式・月刊誌復刊に思う
有限会社 茅ヶ崎方式英語会
代表 大美賀 廣芳

茅ヶ崎市は、サザンオールスターズ・桑田佳祐さんの生まれ故郷として知られ

ているが、
『茅ヶ崎方式』の故郷でもある。茅ヶ崎方式英語会が誕生した 1981
年当時、サザンオールスターズは、
『勝手にシンドバット』
『いとしのエリー』な

どのヒット曲で、既に広く知られた存在であった。桑田圭佑さんの日本語を英
語っぽく発音してロックに乗せる「巻き舌唱法」も話題となっていた。歌詞よ
りもリズムを大切にしたその歌唱法はプロソディー（音韻法）でリスニングす
るように説いた茅ヶ崎方式英語学習法とどこか似たところがある。
さて、
市民フォーラム
『茅ヶ崎自由大学』
から独立した NHK 国際局記者の松山薫、
高橋義雄、石川啓一の 3 人は、海岸沿いにある「のび太の家」にそっくりの一

軒家を借りて、新しい英語学習法の開発に乗り出した。徹夜で酒を酌み交わし
議論したこともあったと聞く。そんな議論の末、この活動および学習法は『茅ヶ

崎方式』と名付けられた。後に、松山薫は「茅ヶ崎を初め湘南地方各地の市民
の皆さんと共に、地方の文化として私達の学習方法を育てたいと願って、茅ヶ
崎方式と名付けました」と茅ヶ崎方式創立 15 周年記念講演で語っている。

その後、
「のび太の家」で議論を重ね、茅ヶ崎方式英語学習法は形を整えていく

のだが、当初より、教材として、(1) 基本 4000 語、(2) 教本、(3) 学習会教材、(4)

月刊誌の発行が構想されていた。このうち月刊誌は、
「英語を書いたり話したり

する場合の参考資料として、さらに現代史のクロニクルとして」1994 年、
『バ

イマンスリー』
（茅ヶ崎出版）が、茅ヶ崎方式学習者に提供された。

2015 年、出版不況の煽りで月刊誌は休刊となった。奇しくもこの年、サザンオー

ルスターズは紆余曲折の末復活し、その後の活躍は誰もが知るところである。
そして 2018 年、我らが茅ヶ崎方式月刊誌も『月刊 LCT』として復活すること

になった。
『月刊 LCT』の今後が楽しみである。

＊今回から数回にわたり、茅ヶ崎方式の 37 年間を振り返っていきます。お楽しみに。

（つづく）

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。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

CONTENTS

● 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。
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～英検１級～

LCT 9 ～ 12
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● 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。
3. 内容をおおよそ把握できたら和訳で確認します。

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。

● 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 !

LCT
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金正恩、太平洋への更なるミサイル発射を指示
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政府の諮問委員会、地震対策見直しを提言
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新化合物でダウン症改善の可能性
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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

Writing Training

1（初級）

Writing Training

2（中級）

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。

2
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LCT 1

Kyoichi Sawada Photo Exhibition Held in Tokyo

LCT 1

◉ 音声データ
Word Test

LCT 2

Word
Test

LCT 3

1. exhibition
2. winner
3. the late
4. include
5. image

6. escape
7. bomb
8. attack
9. cover
10. fight

沢田教一展東京で開催

Word
Test
ー 訳 ー

1. 展示会
2. 受賞者、勝利者
3. 亡くなった、故
4. 〜を含む
5. 像、画像、印象

C 1 初級

6. 逃げる
7. 爆弾
8. 攻撃
9. 覆う、カバーする、取材する
10. 戦い、戦う

LCT 4

◉ Listening Comprehension Test

◉ 全訳

LCT 5

1. An exhibition of photos by Pulitzer Prize winner Kyoichi Sawada has
been held in Tokyo.

1. ピュリツァー賞を受賞した沢田教一さんの写真展が東京で開催された。

LCT 6

2. 報道写真家、故沢田さんのおよそ150点の写真が展示された。その中には、ピュ

LCT 7

2. About 150 photos by the late photojournalist were on display. They
included the prize-winning image, “Flee to Safety.”

リツァー賞を受賞した写真、
『安全への逃避』が含まれた。

3. この写真は、アメリカの爆撃を逃れるため川を渡ろうとしているベトナム人家

LCT 8

3. The photo shows a Vietnamese family trying to cross a river to escape
a US bomb attack. It was taken in 1965 during the Vietnam War.

族を写したものである。写真はベトナム戦争中の 1965 年に撮影された。

LCT 9

4. 写真展を訪れた人の中には、ベトナム人女性、グエン・ティ・フエさんがいた。

LCT 10

4. Among the visitors to the exhibition was a Vietnamese woman,
Nguyen Thi Hue. The photo shows her as a two-year-old in her
mother’s arms.

写真は、母に抱かれた 2 歳の彼女を写している。

5. 沢田さんは 1971 年にロバート・キャパ賞を受賞した。彼は前年、カンボジア

LCT 11

で戦闘を取材中殺害された。

LCT 12

5. Mr. Sawada won the Robert Capa Award in 1971. He was killed the
previous year while covering the fighting in Cambodia.

WrT 1

◉ 音声データ
LCT

WrT 2
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

LCT 2

Pulitzer Prize winner Kyoichi Sawada. : ピュリツァー賞受賞者の沢田

士や兵器、砲弾によって崩れ落ちる建物など何も映っていないこの一枚の

教一さん。

写真が「ベトナム戦争の本質を世界に伝えた」と言われる所以である。

the Pulitzer Prize = アメリカの新聞経営者・慈善家の Joseph Pulitzer の遺
言によって1917 年に創設され、ジャーナリズム・文学・音楽などの分野にわ

LCT 3

Para.4

Among the visitors to the exhibition was a Vietnamese woman :

たる部門での優れた業績に対して毎年授与される。沢田さんは『安全への

写真展を訪れた人の中に、一人のベトナム女性がいた。倒置法で主語は a

逃避』を含む全 28 点の写真集でピュリツァー賞報道写真部門を受賞した。

Vietnamese woman となる。
『安全への逃避』の写真に当時 2 歳で母親に抱かれて写っているグエン・

Kyoichi Sawada : 沢田教一（1936 ～ 1970）
。青森市生まれ。19 歳で写

LCT 4

ティ・フエさん（54 歳）が今回初来日し、沢田さんの妻サタさんと開会式

真店に勤めたのを機に写真家・小島一郎に師事。61 年、米 UPI 通信社

に出席した。フエさんは「この写真が撮影された後、沢田さんが岸に上が

東京支局にカメラマンとして就職し、65 年、ベトナムに渡る。70 年 10 月、

LCT 5

るのを手助けしてくれたと母親から聞いた」とし、
「写真が戦争を終わらせ

取材先のカンボジアで銃撃を受けて死亡、
34 歳だった。主な受賞歴に、
ピュ

る一つの力になったと思う」と語った。

リツァー賞、世界報道写真コンテスト 2 年連続大賞、ロバート・キャパ賞（没
後受賞）などがある。

LCT 6
LCT 7

as a two-year-old in her mother’s arms ~ : 母親に抱かれた 2 歳児とし
て。old =（複合語で）～歳の人。

Para.2

About 150 photos by the late photojournalist were on display : 報
道写真家、故沢田さんのおよそ 150 点の写真が展示された。

LCT 8

Para.5

the Robert Capa Award : ロバート・キャパ賞。スペイン内戦、日中戦

on display = 展示（陳列）されて。 e.g. Sadako’s paper cranes are on

争、ノルマンディー上陸作戦などを取材し、20 世紀を代表するハンガリー

display at the museum.（その博物館に、サダコの鶴が展示されている）

生まれのアメリカの戦場カメラマン、ロバート・キャパに因んで、“Overseas

写真展「写真家 沢田教一展 —— その視線の先に」は 8 月16 日～ 28 日

Press Club Awards”の一部門として設けられた報道写真家を対象とした賞。

まで日本橋髙島屋で開催された。ベトナムの古都フエでの市街戦など戦争

LCT 9

の悲劇をテーマにした写真の他、故郷の青森を写したものなどが展示され
た。また、遺品のカメラやヘルメットなど 30 点も展示された。

LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2
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LCT 1 : Kyoichi Sawada Photo Exhibition Held in Tokyo

while covering the fighting in Cambodia : カンボジアでの戦闘を取材
中 ( = while he was covering the fighting)。cover =（事件などを）取材
する、報道する。

the prize-winning image, “Flee to Safety” : ピュリツァー賞を受賞した

1970 年 10 月、沢田さんは取材からの帰途、プノンペンの南およそ 30 キロ

写真『安全への逃避』
。必死の形相で増水した川の中を逃れる母と 4 人の

の国道で何者かに襲撃され、同行のプノンペン支局長共々死亡。所持して

子ども一家を写した『安全への逃避』はピュリツァー賞と世界報道写真大

いた愛機のライカは持ち去られたという。

賞などを受賞した。
image =（コンピューターの）画像、
（鏡、テレビなどの）映像、写像。
報道写真家として華々しい活躍の陰で、沢田さんは「戦場カメラマン」と言われるの
Para.3

to escape a US bomb attack : アメリカの爆撃を逃れるため。

を嫌がっていた。妻のサタさんには口癖のように「そこに生きる人々と風土を撮りたい」

米軍は南ベトナム解放民族戦線が潜むと見なした村々をしらみつぶしに攻

と繰り返していたという。青森で大空襲を経験し、豊かさとは程遠い少年時代を過ご

めたという。農村には子沢山の家庭が多く、爆撃に巻き込まれ、子どもた

した彼の視線の先には、被写体への優しい心使いが感じられる。今回の写真展にも、

ちが命を落とす、あるいは親を失って困窮する子どもが続出するなど、ベト

市井の人びとの生活や子供たちの笑顔など、故郷の原風景を思わせる作品も展示さ

ナム戦争は「米軍が農村を攻撃する戦争だった」と、沢田さんと同時期に

れた。サタさんは「平和を愛した沢田の、風景や子供たちの写真も多くの人に見ても

ベトナムで活動したカメラマンは語っている。戦争写真の「主役」である兵

らいたい」と話した。
（TK）
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― 連載コラム 第 1 回 ―

不粋独言

〜 英語学習のヒント 〜

大阪難波校 主宰

笹山 陽久
●

「月刊 LCT」の創刊にあたって、
「茅ヶ崎方式英語会」の大美賀代表より何か英語学習

●

●

に役立つようなコラムを書いてくれないかと、
“blackmail”にも近い“mission”を拝

おめでたがらみで、
「授与 する 」は“decorate”,“present”,“confer”,“bestow”

命することになりました。

等がありますが、これらも目的語が人と賞で異なります。

過去 21 年間の協力校として経験等を踏まえて様々な学習者の盲点となる「学習のヒ
ント」を 12 回にわたって提供していきたいと思います。道中、時として冗長、退屈、

The government is considering decorating ( presenting ) the prominent

脱線、迷走が 起こりうるかもしれませんが、ご同伴頂ければこれに勝るものはありま

shogi and go players with People's Honor Award.

せん。
●

●

●

The prime minister conferred ( bestowed ) the prize on the former
baseball sluggers.

“anniversary”で口火を切ります (break
さて、創刊号というおめでたい席ですので、

●

the ice)。日本語では「記念日」ですが、お祝い事だけに限らず、不幸な出来事にも

●

●

使 います。これに 付 き 合 う動詞 は“mark”,“observe”で、良 いこと 悪 いことに 関

英語力を養う上で語彙力は不可欠ですが、単なる意味だけに限らず使い方にも留意す

係ありません。良いことに限っては“celebrate”を使います。

る必要があります。とりわけ動詞は自動詞と他動詞の意味や語法の違いを常に辞書で

確認してください。

Hiroshima and Nagasaki marked ( observed ) the 70th anniversary of the
US atomic bombings.

、他動詞では「授与する」ですが、自動詞では“confer with”
例えば先程の“confer”
「協議する」となります。意味が全く異なりますので、各々の名詞形は“conferment”
と“conference”と異なります。
「会議」の“conference”は知っていても「授与す

Japanese people celebrated the 45th anniversary of the reversion of
Okinawa to Japan.
●

●

る」の“confer”,“conferment”は意外に知らないですね。

●

“celebrate” と 同 意 語 の“congratulate”
、 意 味 は 同 じ で も 目 的 語 は 違 い ま す。
“congratulate” は 人 や 団体等 をとり、
“celebrate” は 行事 を 目的語 に 取 りますが、

conferment

confer

その理由は“on”以下で示されます。

Many Japanese people also congratulated the Japanese-born British

conference

novelist on his winning the Nobel Prize in literature this year.
56
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Writing Training 1

ニュースを英文にしてみましょう

※ 参考の訳文は 6O ページ

初級

LCT 1

1. 1957 年に日本は南極 (the Antarctic) に昭和基地 (station) を設立した。

6. 中国・四国地方 (region) に住む人たちは起こるかもしれない北朝鮮のミサイ

2. 日本の自動車メーカーのスズキは、業務提携 (tie-up) に関するトヨタとの基

7. 更なるテロ事件への恐怖がヨーロッパ諸国の間に広がっている。

3. 日本には 5 万以上のホテルや旅館がある。

8. 皆既日食 (total eclipse) が 1918 年以来初めてアメリカ全土で観測された。

4. インドとパキスタンとの間の衝突が、国境沿いで頻繁に起きている。

9. 嵐のような非難の中で、防衛大臣は防衛省が関与した疑惑の責任を取って

5. 福島県によると、今が旬の (in season) 9 種類の野菜は食べても安全と確認

10. 衛星 (satellite) の「みちびき」3 号機が、打ち上げ (liftoff) から 28 分後成

ル発射 (missile launch) について心配している。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

本的合意に達した。

LCT 5
LCT 6
LCT 7
LCT 8
LCT 9
LCT 10

遂にその地位を退いた。

LCT 11
LCT 12
WrT 1

された。

功裡に軌道 (orbit) に投入された。

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

初級

Writing Training 2

ニュースを英文にしてみましょう

何が違うのかよく理解することで、ライティング力に差が出てきます

※ 参考の訳文は 65 ページ

LCT 1

1. その日本の民間ベンチャー企業は、小型で低価格のロケットを開発するため
1. In 1957, Japan established the Showa Station in the Antarctic.

に技術を磨いて (hone) いることで知られている。

LCT 2
LCT 3

2. Japanese automaker Suzuki reached a basic agreement with Toyota on
a business tie-up.

LCT 4

3. There are over 50 thousand hotels and inns in Japan.

2. オランダの (Dutch) ある会社は、社の耐津波建造物はアジアの沿岸地域の
家屋に特に適していると言っている。

LCT 5

4. Clashes between India and Pakistan often take place along their
border.

LCT 6
LCT 7

5. According to the Fukushima prefectural government, nine kinds of
its vegetables now in season have been confirmed safe to eat.

LCT 8

6. People living in the Chugoku and Shikoku regions are worrying about
a possible missile launch by North Korea.

LCT 9

7. Fear of more terror attacks is spreading among European countries.

LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2
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中級

3. 亡くなったテレビアナウンサーのブログ (blog) は、多くの人々、とりわけがん
患者を元気づけ (inspire) たとして高く評価された。

4. 社員らは強力な新型コンピューターウィルス (virus) によって引き起こされた
8. A total eclipse was observed across the United States for the first time
since 1918.
9. Amid a storm of criticism, the Defense Minister finally stepped
down from her post taking responsibility for a scandal involving the
ministry.

問題を解決するのは難しいとボヤいた。

5. その非営利団体は国際協力と地域の人材（人的資源）育成に貢献すること
を狙っていると言っている。

10. The Michibiki No.3 satellite was successfully put into orbit 28 minutes
after liftoff.
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茅ヶ崎方式英語会の教本＆音声 CD

茅ヶ崎方式英語会の教本＆音声 CD

● 教本

● 音声 CD
国際英語教本 Book1 〜 Book5 の音声
を収録した CD です。

国際英語教本

国際英語教本

国際英語基本

Book1 初級

Book2 中級

4,000 語

印刷版 定価 1,800

印刷版 定価 1,800

印刷版 定価 2,500

円

（本体 1,667 円＋税）

円

（本体 1,667 円＋税）

【終了時レベル：TOEIC600点程度 英検２級程度】

【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
4000 語のうち、最初の 1000 語を徹底的にドリルす

1000 語に加えて、次の段階の 1000 語を身につけ、
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

びます。教本は、１. 一般（１）
、２. 事故 ･ 事件 ･ 災害、

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）
を繰り返し学習します。

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。

【音声CD 4枚組】

国際英語教本
Book1 初級

印刷版 定価 1,800

印刷版 定価 2,500

印刷版 定価 2,160

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｡

Book4 上級Ⅱ

【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。

【音声CD 4枚組】

国際英語教本
Book3 上級Ⅰ

再学習の英語

円

円

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。

Book5 対話

（本体 1,667 円＋税）

定価 2,700

（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

Book3 上級 I

印刷版 定価 1,800

国際英語教本
Book2 中級

精選された情報は、英検１級 ･ 準１級、通訳ガイド試
験などの受験者や合格者、英語教育者の必携の用語集

0 からスタート

国際英語教本

【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

国際英語教本

（本体 1,667 円＋税）

円

（本体 2,500 円＋税）

（本体 2,315 円＋税）

国際英語教本
円

定価 2,700

円

国際英語教本
Book4 上級Ⅱ
定価 3,240

（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！

円

（本体 3,000 円＋税）

0 からスタート

【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）

円

円

【音声CD 5枚組】

（本体 2,000 円＋税）

印刷版 定価 2,160

文法
印刷版 定価 3,240

前編

円（CD 付）

再学習の英語
国際英語教本

定価 2,700

（本体 2,500 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 機能
(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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