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第 11 回

何故、聴き取れないか
有限会社 茅ヶ崎方式英語会
代表 大美賀 廣芳

それにしても、何故、聴き取れないのでしょう。聴き取れない理由を考えてみます。
１．Vocabulary 不足。（実際に使われるChunkのイメージが身に付いていない）
２．Native Speaker の音と Speed に慣れない。（発声、リズムが違う）
３．語順通りに理解できない。（SVO は崩れない）
４．背景知識の欠如。（日本語で分かっていることは意外と聴き取れる）
皆さん、それぞれに思い当たる理由があると思います。
私の場合、４つ全てが当てはまりました。中でも３の「語順通りに理解できない」
ことがいつまでも問題として残りました。それでも、英語だらけの米国駐在の時
はなんとかこなせたように思います。しかし帰国後、日本語の中に安心して浸かっ
ているうちに、英語を聴いても、ついつい日本語の語順（実際には「てにをは」助
詞ベースで内容把握すること）を期待するようになってしまい、ちょっと気を緩め
ると、大切な主部を聞き漏らして、ちぐはぐな聴き取り（対話）になっていました。
このままでは、駐在経験者の名折れです。それで、海外からの来客等で英語対話
が必要な日は、朝早起きして、茅ヶ崎方式・国際英語教本BOOK-1のONE UNIT
を暗唱できるまで繰り返し聴いてから出社しました。また、会議などで相手の意
見を聴く時も、胸を張った姿勢で英語発音態勢をとって聞くようにしました。音と
リズムに慣れるのに奏功したと思います。ともかく英語ムードに入ることを大切に
して会議などを乗り切ました。
現在は、すっかり日本語ムードで生活していますので、「また、明日、よろし
く」って英語で何て言うのと問われてもすぐには答えられません。でも、外国人と
話して帰る時は「See you, tomorrow.」と何も考えずに話せます。
「何故、聴き取れないか」、その理由が分かっただけでは聴き取れるようにはなり
ません。意識して、聴き取り練習をしましょう。月刊LCTでChunkと文の意味内
容を理解してから、繰り返し聴き取り練習することをお勧めします。

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 ～ 8

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 9 ～ 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。

2

LCT Monthly vol.11, November 2018

CONTENTS
茅ヶ崎方式

LCT

1

........................................................................................................................

月刊

LCT

2

........................................................................................................................

LCT

3

......................................................................................................................

Chigasaki Method
Current English

LCT

4

......................................................................................................................

monthly

LCT

5

.....................................................................................................................

LCT

6

....................................................................................................................

LCT

7

....................................................................................................................

LCT

8

......................................................................................................................

English Essays／Saya Najwa
"Afloat"....................................... 21

LCT

.....................................................................................................................

不粋独言 英語学習のヒント ⑪
「派生語」
「接頭辞」
、
「接尾辞」
、
笹山 陽久........................................ 66

9

LCT

10 “Spiderman” of Paris Rescues Child

50

LCT

11 Japan Introduces Plea Bargaining

56

LCT

12 Airbnb Cancels Thousands of Reservations in Japan 60

LCT
Nov. 2018
Vol.11
茅ヶ崎方式クロニクル ⑪
何故、聴き取れないか
大美賀 廣芳 ................................... 1
月刊LCTの構成と
効果的な使い方 ....................... 2

音声データのダウンロード

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
以下のサイトからダウンロードし
てください。

http://o-mika.com/QR73/
monthly/11/11allmp3.zip

※ 本誌が提供するすべての音声データを含
む圧縮ファイルがダウンロードされます。

Uber to Test Taxi-Hailing on Awaji Island

4

K-pop boy band tops US Billboard 200

8

ウーバー、淡路島でタクシー配車実験

韓国の男性アイドルグループ全米チャート1位に

Japanese Picture Book “Mottainai Grandma” Narrated in India

12

Tochinoshin Promoted to Ozeki

16

Populist Government Sworn in in Italy

24

Yuzuru Hanyu to Receive People's Honor Award

30

G7 Leaders Issue Communique but Fail to Keep Unity

34

Macedonia Gets New Name

40

Football Association Expels Ex-Nihon University Coaches

44

インドで日本の絵本『もったいないばあさん』読み聞かせ

栃ノ心大関昇進

イタリアにポピュリスト政権誕生

羽生選手に国民栄誉賞

G7首脳、共同宣言発表するも結束は保てず

マケドニア新国名

アメフト連盟、日大前監督らを除名

.....................................................................................................................

パリの「スパイダーマン」幼児を救出

.....................................................................................................................

日本が司法取引導入

.....................................................................................................................

エアビー、日本で数千の予約をキャンセル

Writing Training

1（初級）

Writing Training

2（中級）

................................................................

68

................................................................

71

月刊LCT 2018年11号

3

LCT 1

Uber to Test Taxi-Hailing on Awaji Island

LCT 1

◉ 音声データ
Word Test

LCT 2

Word

Test

LCT 3

1. jointly
2. local
3. enter
4. huge
5. offer

6. resident
7. visitor
8. enjoy
9. watch
10. rapidly

LCT 4

◉ Listening Comprehension Test

LCT 5

1. Uber Technologies plans to start its first taxi-hailing pilot project
jointly with local taxi companies on Awaji, an island near Osaka.

LCT 6
LCT 7

2. The US ride services company said on Tuesday that it will start the
project this summer as a step to enter Japan’s huge taxi market.

LCT 8
LCT 9

3. Under the plan, taxi companies are offered Uber’s technology after
applying for it. Passengers download an app on their smartphone
which they can use to call a taxi. They can also get such information
as price and likely arrival time.

LCT 10

4. The company says not only residents but foreign visitors on the island

LCT 11

will be able to enjoy its services.

LCT 12
WrT 1

◉ 音声データ
LCT

WrT 2
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5. Economists are closely watching the project as the
taxi-hailing business using smartphone apps is
likely to grow rapidly in Japan.

ウーバー、淡路島でタクシー配車実験

Word

Test

ー 訳 ー

1. 合同で、一緒に
2. 地方の、現地の
3. ～を始める、入る
4. 巨大な
5. 提案、申し出、提供する、
申し出る

C 1 初級

6. 居住者
7. 観光客、訪問者
8. 楽しむ、享受する
9. じっと見る、注目する
10. 急速に

◉ 全訳

1. ウーバー・テクノロジーズは大阪に近い淡路島で、地元のタクシー会社と協力
して初めてのタクシー配車の実証実験を始める予定だ。

2. アメリカの配車サービス会社は火曜日（5 月 22 日）、日本の巨大なタクシー市
場に参入する足掛かりとして、この夏実験を始めると発表した。

3. 計画では、タクシー会社は応募してウーバーの技術提供を受ける。乗客はタ
クシーを呼べるアプリを自分のスマートフォンにダウンロードする。料金や到
着予想時刻のような情報も入手できる。

4. ウーバーは、住民だけでなく島に来た外国人客も自社のサービスを享受できる
と言っている。

5. 経済評論家は、スマートフォン用アプリを使ったタクシー配車ビジネスが日本
で急拡大しそうなことから、この実験を注視している。

月刊LCT 2018年11号
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

本部をカリフォルニア州サンフランシスコに置く。ライドシェア
（相乗り）
サー

LCT 2

ビスで世界最大手。現在、世界 70 ヵ国、600 以上の都市で事業を展開
している。
ライドシェアには大きく分けてカープールとTNC（Transportation Network

LCT 3

Company）サービスがある。カープールは一般ドライバーが自家用車に目
的地が同じ人を同乗させる相乗りで、主に通勤時間帯の混雑を避ける目的

LCT 4

で利用される。TNC サービスはウーバーなどの事業者が自らは運送せず、
自社の営業ソフトを使って一般ドライバーと乗客を仲介し、ドライバーが自
家用車を使って有償の運送サービスを提供するもの。スマートフォンの普

LCT 5

及により近年急成長してきた。

LCT 6

taxi-hailing pilot project : hail a taxi = タクシーを呼び止めることから
「タクシーの配車を依頼する」の意味で使われる。hail には
「呼ぶ」の他に
「歓呼して迎える」という意味がある。

LCT 7

pilot project = 予備的な企画、
実証実験。 pilot はここでは形容詞的に
「予
備の、試験的な」という意味。

LCT 8

local taxi companies on Awaji, : 淡路島は瀬戸内海の東部に位置し、
大阪湾に面する面積 592.6 平方キロ、人口約 13 万人の島。北は明石海

LCT 9

峡大橋で神戸市と、南は大鳴門橋で徳島市とつながる。温暖な気候に恵
まれ、鳴門海峡の渦潮などの観光スポットも多彩。島内には車両数 20 台

LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2

6

Uber Technologies : ウーバー・テクノロジーズ社は 2009 年 3 月設立。

前後のタクシー会社が 10 数社ある。

Para.2

it will start the project this summer … : 実証実験は 6 月から始まり、
来年 3 月ごろまでの予定。

as a step to enter Japan’s huge taxi market. : ライドシェアは「白タク」
とみなされ日本では禁止されている。ウーバーは規制緩和を強く求める一
方で、東京都心でリムジンの配車や出前サービスを限定的に展開している。
現在、京都府京丹後市と北海道中頓別町でボランティアによるライドシェ
アの実証実験を行っているが、今回のようにタクシー会社が参加する配車
サービス実験は国内で初めてだ。
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LCT 1 : Uber to Test Taxi-Hailing on Awaji Island

Para.3

Under the plan, taxi companies are offered … : 兵庫県が島内のタク
シー事業者の中から参加企業を公募し、ウーバーが自社の配車システムを
有償で提供するという仕組みだ。apply for = ～に応募する。 e.g. He has
applied for the job.（彼はその仕事に応募した）

Passengers download an app … : app = application program の略。
コンピュータで使用者のニーズに応じて作成したプログラム。乗客はウー
バーの配車プログラムをスマートフォンに取り込み、必要な時に利用する。

They can also get such information as … : 乗客はタクシーのドライバー名
や車の番号、想定配車料金、到着予定時刻を事前に知ることができる。運賃
の支払いもアプリを通してクレジットカードで精算できる。ただし、今回の実験
の乗車範囲は島内のみと限定している。 likely arrival time = 到着予定時刻。

Para.4

The company says not only residents but foreign visitors … : 大阪
から高速バスで1時間と立地の良い淡路島は、
2020 年の五輪を機に、
スマー
トフォンの配車アプリを使い慣れた外国人観光客の増加が見込まれる。
enjoy = 享受する。e.g. My parents enjoy good health.
（両親はとても元気です）

Para.5

Economists are closely watching the project as … : スマートフォン用
のアプリを使った配車ビジネスは、日本で急拡大する勢いだ。2011 年に
この事業に参入した「全国タクシー」
（日本交通グループ）は全国 47 都道
府県の業者が参加。2015 年スタートの LINE タクシーも通話アプリの利用
者を中心に拡大している。海外勢では中国のライドシェア大手、滴滴出行
（ディディチューシン）がソフトバンクと連携してタクシーの配車サービスの
事業化を進めている。電子機器メーカーのソニーも AI 技術を生かしたタク
シー配車事業に乗り出す計画だ。 likely to = ～しそうな。 e.g. It is likely
to be very hot tomorrow.（明日はとても暑くなりそうだ）

日本では本業のライドシェアが法律上認められないため、ウーバーは戦略を変更し、
タクシー会社向けの配車システム事業で市場を開拓しようとしている。淡路島の実験
を機に、大都市圏への事業展開につなげられるかが今後の焦点となる。
（TN）
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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

005

No.

こんにち
は。 謎 解
きクイズ
「Who is
this?」の
探 偵です
先日、う
。
ちの猫が
屋根裏部
で偶然見
屋
つけた怪
文書。あ
人 物を基
る
本の英単
語 500 語
だけを使
って説明
している
うなのだ
よ
が、とこ
ろどころ
読 できん
判
の だ。あ
な た なら
これが誰
、
だかお分
かりかな
？

X x x x x x x X x x x x x was one of the
greatest writers living in the late
Meiji Period through the early Taisho
Period. Xxxxxx graduated from Tokyo
University and became a teacher of
English at middle and high schools. After studying in
London for two years as a government overseas student,
he was named a lecturer at Tokyo University, succeeding
Lafcadio Hearn. At the age of 39, Xxxxxx started his career
as a writer with "Xxxxxxx-Xxxxxxxxx", or "I am a Cat"
With the success of his unique first work, he was invited to
work for the Asahi Shimbun. During the ten years before
his death at the age of 49, Xxxxxx left various
masterpieces including "Xxx", "Xxx".........
He declined to receive the doctorate,
saying, " I want to live as a man in
the street. "

■■■■は、明治時代の終わりから大正時代の初めに生きた最も偉大な作家のひとりで
ある。■■は、東京大学を卒業して中学校や高等学校の英語の教師になった。政府の
海外留学生として２年間ロンドンで学んだ後、彼は、ラフカディオ・ハーンの後を継い
で東京大学講師に指名された。39 歳の時、■■は、
「吾輩は猫である」で、作家として
の経歴をスタートさせた。この最初のユニークな作品の成功で、彼は朝日新聞社に招聘
された。49 歳で亡くなるまでの 10 年の間に、■■は、数々の名作を残した。彼は、
「自
分はただの人として生きたい」と述べて、博士号を受けるのを断った。
（答えは 39 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

ジャーナリスト (journalist) で評論家 (critic) の大宅壮一が生きていたとした
ら、政府の一連のスキャンダル (scandal) について何と言っただろう。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

2. その大学のアメリカンフットボールの選手は、自分がもう少し強かったらコー
チ (coach) の命令を拒否しだろうに、と記者団に語った。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

3. その医師は麻疹 (measles) にかかった (infected with) 人の数が日本で増え
かねないと警告した。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

4. アメリカのドナルド・トランプ大統領は、国歌 (national anthem)（斉唱）中に起立しな
いナショナル・フットボール・リーグ (NFL) 選手はこの国にいるべきではないと示唆した。

LCT 11
LCT 12

5.

WrT 1

野党は、安倍晋三首相が加計学園問題 (scandal) をめぐって真実を話すべ
きだと言っている。

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。

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
LCT 1

1. What would Soichi Oya, journalist and critic, say about a series of
government scandals, if he were alive?

LCT 2
LCT 3

2. The university’s American football player told reporters that if he had
been stronger, he would have refused the coach’s order.

LCT 4

3. The doctor warned that the number of people infected with measles
could increase in Japan.

LCT 5

4. US President Donald Trump suggested that NFL players who do not
stand during the national anthem should not be in the country.

LCT 6
LCT 7

5. Opposition parties are demanding that Prime Minister Shinzo Abe
(should) tell the truth over the Kake-gakuen scandal.

LCT 8

6. Painter Morikazu Kumagai refused to accept decorations, including
the Order of Culture.

LCT 9

7. A Japanese female doctor completed her plan to reach the summit of
the world’s highest mountain, Mt. Everest.

LCT 10
LCT 11

8. Culture Day was set in 1948 to promote culture and the love of
freedom and peace.

LCT 12

9. The families of Japanese abductees have asked US presidents to
cooperate in getting the victims returned to Japan.

WrT 1

10. The film “Shoplifters” became the first Japanese movie in 21 years to
win the Cannes Film Festival’s top prize, the Palm d’Or.

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
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。

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

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

定価 2,700

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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