はじめに
茅ヶ崎方式
クロニクル

第 12 回

ニュース英語、時事英語、現代英語
有限会社 茅ヶ崎方式英語会
代表 大美賀 廣芳

実は、「ニュース英語」という言葉はどこにも明確に定義がされていません。
Wikipediaにも投稿されていません。「時事英語」もしかりです。なんとなく雰囲気
で分かっているような気がしていますが、「ニュース日本語」とか「時事日本語」と
いうものが存在しないので、「ニュース英語」も「時事英語」もはっきり定義できな
いのではないでしょうか。
『広辞苑』では、ニュースとは「新しい出来事。また、その知らせ。報道。報知。特
に新聞・ラジオ・テレビによる報道」、時事とは「その時に起った事。当時の出来
事。昨今の出来事。現代の社会事象」 と説明しています。とすると、昨今の出来事
を英語で報道するのが「ニュース英語」、英語で表現するのが「時事英語」と考え
るとよいかもしれません。
ところで、「時事英語」は英和・和英辞書を引くと相互に “current English” と訳語
が当てられていますが、実際には“current English” は「現代の英語」という意味で
使われるようなので、これを「時事英語」とするのは誤訳かもしれません。
さて、茅ヶ崎方式英語教材は「ニュース英語」とか「時事英語」と呼ばれることが
ありますが、上記の定義からするとこれは当たりません。茅ヶ崎方式は、「ニュース
を素材にリスニングに重点をおいた英語学習」です。素材となるのはニュース（= 出
来事）そのものであり、日本語とか英語とかの言語は副次的なものなのです。学習
者にはこの出来事を（英語で）学んでもらいます。出来事は英語ができてもできなく
ても分かりますし、楽しめます。楽しんでいるうちに英語が身に付いてしまう。これ
が茅ヶ崎方式です。
とはいえ、「ニュースを素材にリスニングに重点をおいた英語学習」では、何だか楽
しめそうにありませんので、「時事英語の茅ヶ崎方式」とか「ニュース英語の茅ヶ崎
方式」と呼んでいただいても構いません。人物に焦点を当てたBOOK-0やC0教材
もありますので、ニュースを取ってしまって「リスニングの茅ヶ崎方式」と呼んでい
ただくのが、私たちにとって本当は一番しっくりとします。
それにしても、言語学習の基盤となるリスニングに重点を置いた学習方法や学習教
材はほんとに少ないです。茅ヶ崎方式・月刊LCTは数少ないリスニング学習教材の
一つです。是非、本誌で、沢山リスニングして出来事を学習してください。
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。

月刊LCT 2018年12号

1

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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音声データの一括ダウンロードと使い方
月刊 LCT 全音声データ（zip ファイル）を iPhone/Android 系スマホで
一括ダウンロードできます
月間 LCT の全音声データまとめたファイルを、発行月から1 年間、当社サーバー
上に zip ファイルで保存しています。
zip ファイルの保存先は、月刊 LCT 各号の目次（Contents）ページに QR コー
ドまたは URLで表示しています。この zip ファイルをダウンロードし、適当な zip
解凍アプリやソフトで解凍することで、音声データを楽しんでいただけます。
パソコンやタブレットばかりでなく、スマホでも zip ファイルを解凍して音声データ
をスマホに保存し、音楽アプリなどで再生することができます。

● スマホで zip ファイルを扱う方法
※ 以下、iPhone で iZip を使って一括データを利用する場合を例に説明します Android
スマホをお使いの方や、スマホの各設定によって、操作方法が若干異なることがござ
いますが、大体の流れは同じですので、同様の操作方法を探してください。

1. 圧縮解凍アプリのインストール
はじめに、スマホで zip ファイルを開くための圧縮・解凍用アプリをダウンロー
ドし、インストールしておきます。
（アプリストア *1 で “zip” で検索するといろい
2
ろなアプリ * がありますので、適当なものを選んでインストールしてください。
無料のアプリで十分です）

2. QR コードを読み取る
QR コード読み取りアプリ（iOS11 以降ならスマホのカメラでも読み取りができ
ます）
で月刊 LCT の Contents ページ（今号は p.3 左下の枠内）
にあるQRコー
ドを読み取ります。

3. データを保存する
読み取った URL（例 http://o-mika.com/QR73/monthly/11/11allmp3.zip）
をタップ（①）すると、ブラウザが立ち上がります（②）
。ダウンロード先を聞
いてきたら、アクションボタン ( ③ ) をタップして “ ファイルに保存 ”（ ④）
から保存先を選択して（⑤）“ 追加 ” をタップ（⑥）してください。zip ファイル
が指定した保存先に保存されます。

4. 保存した zip ファイルを解凍する
圧縮・解凍用アプリを開き
（⑦）
、
⑤で指定した保存先を選び、
保存された zipファ
イルをタップして解凍（⑧⑨）します。*3

5. 個々の音声データを再生する
解凍したフォルダーの中にその号で使用するすべての音声の mp3 ファイルがあ
ります（⑩）ので、タップして Listening してください。お好みの再生アプリが
ありましたら、そちらから再生することも可能です。
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スマホで zip ファイルをダウンロードし、解凍する方法
②この画面が開く
⑥追加をタップ
① URLをタップ
⑤保存先を選び、

③

をタップ

④

をタップ

⑧ 保存した
zipファイルを
タップ

⑩ フォルダを開くと
すべてのMP３
ファイルがある

⑨ すべて解凍するか
聞かれたらOK

⑦ iZipを開き、保存
した場所を開く

⑪ 聞きたいファイル
をタップすると再
生がスタート

保存先を iCloud Drive や Dropbox、
Google Drive などのクラウドストレー
ジにすれば、スマホ、パソコン、タブ
レットなどさまざまなデバイスから再
生することができます。

＊ 1 アプリストア：iPhone では App Store、Android では Google Play
＊ 2 iPhone 用 zip 解凍アプリ ： Easy Zip, iZip, Clipbox Zip, FTP manager, 等
Andoroid 用 zip 解凍アプリ ：解凍ツール (ZIP/LHA/RAR/7z）, Unzip & Zip, Win Zip, 等々
＊ 3 Zip 解凍アプリの使い方はそれぞれの説明書を参照するか、ネット検索して具体的な使い方を参考に
してください。
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LCT 1

Tokyo DisneySea to Expand Area Size by 20 %

LCT 1

◉ 音声データ
Word Test

LCT 2

Word

Test

LCT 3

1. decide
2. aim
3. announce
4. billion
5. project

6. include
7. since
8. popular
9. theme
10. attract

LCT 5

1. The operator of Tokyo Disney Resort in Urayasu near Tokyo has
decided to expand the grounds of Tokyo DisneySea by about 20 percent.
The expansion is aimed at solving the problems of overcrowding and
long waits.

LCT 6

LCT 4

◉ Listening Comprehension Test

LCT 7
LCT 8

2. Oriental Land Company announced on Thursday it will invest about
250 billion yen in the project. It plans to open new facilities in the
expanded area by fiscal 2022.

LCT 9
LCT 10

3. The facilities include attractions featuring the movie “Frozen” and
other Disney films as well as restaurants and luxury hotels.

LCT 11

4. Since fiscal 2013, the most popular theme parks in Japan, DisneySea
and Disneyland, have attracted more than 30 million people each year.

LCT 12
WrT 1

◉ 音声データ
LCT

WrT 2
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5. The company’s CEO says they will brush up all of
the grounds and make them more attractive.

東京ディズニーシー、20％拡張

Word

Test

ー 訳 ー

1. 決定する
2. 狙う、狙い
3. 発表する
4. 十億
5. プロジェクト、企画、事業

C 1 初級

6. ～を含む
7. ～以来、～だから
8. 人気のある
9. テーマ、題目
10. 惹きつける

◉ 全訳

1. 東京近郊の浦安にある東京ディズニーリゾートの運営会社は、ディズニーシー
の敷地をおよそ 20 パーセント拡張することを決定した。拡張は大混雑と長時
間待ちの問題を解決することを目指している。

2. オリエンタルランドは木曜日（6 月 14 日）、およそ 2500 億円をその計画に投
資すると発表した。拡張地の新しい施設を 2022 年度までに開業する予定で
ある。

3. その施設は、映画「アナと雪の女王」や他のディズニー映画を特色とするアト
ラクション、及びレストランや高級ホテルを含む。

4. 2013 年度以来、日本で最も人気のあるテーマパークのディズニーシーとディズ
ニーランドは毎年 3000 万を超える人々を惹きつけている。

5. 運営会社の最高経営責任者は、敷地内のあらゆるものに磨きをかけ、魅力を
高めていくと述べている。
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

Tokyo Disney Resort : 千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾート

LCT 2

（TDR）は、ディズニーランドとディズニーシーの 2 つのテーマパークを中
核に、ホテルや商業施設も備えたエリアで、広さは 200 万平方メートルと、
東京ドーム 42 個分にあたる。1983 年 4 月に東京ディズニーランドがアメリ

LCT 3

カ以外で初めてのディズニーテーマパークとしてオープンした。日本最大規
模のテーマパークには、国内だけでなく、アジアなど海外からも多くの人

LCT 4

が訪れ、
開園から8 年後には入園者数が累計1億人を突破した。さらにディ
ズニーランドの開園から18 年後の 2001 年 9 月には、第 2 のパークとして
東京ディズニーシーが開園した。これにより、翌年の 2002 年には、TDR

LCT 5

の入園者数は累計で 3 億人となり、現在では 7 億人を超えている。

LCT 6

在、東京ディズニーシー（TDS）は 49 ヘクタール。今回、隣接する平面

LCT 7

The operator of Tokyo Disney Resort … by about 20 percent. : 現

The expansion is aimed at solving … overcrowding and long waits. :

駐車場の敷地 14 ヘクタールを新エリアにする。

LCT 8

オリエンタルランドが 14 日発表した TDS の大規模拡張計画は、来場者の
満足度向上が大きな狙いである。混雑緩和につなげ、入園料を値上げし
やすい環境づくりにも弾みをつけたいと考えている。

LCT 9

be aimed at ~ing = ～を目指す。 e.g. The advertisement is aimed at
attracting the young.（その広告は、若者を引き付けることを目指している）

LCT 10

Para.3

LCT 11

The facilities include attractions … as well as restaurants and
luxury hotels. : 新エリアのテーマは「魔法の泉が導くディズニーファンタ
ジーの世界」で、映画「アナと雪の女王」
、
「塔の上のラプンツェル」
、
「ピー

LCT 12

ター・パン」
の世界を4 つのアトラクションなどで再現した 3 つのエリアの他、
TDR で最上位クラスの高級ホテル（475 室）
、レストランやショッピング施
設で構成される。

WrT 1

A as well as B = A 及び B。 e.g. Mary has been to Kyoto as well as
Nara.（メアリーは京都にも奈良にも行ったことがある）

WrT 2
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LCT 1 : Tokyo DisneySea to Expand Area Size by 20 %

Para.4

Since fiscal 2013 … more than 30 million people each year. : TDR
の年間入園者数は、開園 30 周年のイベントがあった 2013 年度に初めて
3000 万人を突破した。
「アナと雪の女王」のパレードが導入された 2014 年
度には過去最高の 3137 万人を記録した。その後も 3000 万人を超えるが、
人気のアトラクションの待ち時間が 2 時間以上になるなど、混雑が常態化し
ており、混雑解消、顧客の満足度をいかに高めていくかが課題になっている。
more than ~ = ～を超す。
（～の数を含まない。
）e.g. More than 50,000
people were killed by the earthquake.（5 万を超える人がその地震で亡く
なった）

Para.5

The company’s CEO says they … and make them more attractive. :
オリエンタルランドの加賀見俊夫会長は、
「パークは常に進化しないといけ
ない。入園者の皆さんが今までより高い満足度を要求するようになってい
るのでそれに応えるべく、さらにレベルアップさせて価値を高めていきたい」
と述べた。

6 月 14 日の記者会見で、オリエンタルランドの上西京一郎社長は、入園チケットの
価格について「今回の拡張のほかにも、2020 年までに計画している投資もあり、高
い満足度を獲得できると確信している。そういった中では、チケット価格を上げてい
く機会にあると考えているが、顧客もチケット価格には敏感なので、環境を踏まえな
がら検討していく」と述べた。
（YK）
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推理して

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx is the most famous
composer of Western classical music in Japan.
X x x x x x x x x has become popular among
Japanese people for his Ninth Symphony.
At the end of each year, many Japanese
chorus groups sing the last part of the
symphony, “Xxx xx Xxx”. The story of the
first performance of his ninth and last symphony is also
impressive. The first performance was held in Vienna in 1824
and given a standing ovation. However, he could not hear it
while leading the orchestra because of his hearing loss.
Xxxxxxxxx wrote the Ninth Symphony after long
battles with hardship. What made him compose the
symphony was his lifelong belief, peace and love
for humans, the theme of the historic masterpiece
in classical music. So, the European Union has
chosen the symphony as its official song
for the 27 member countries.

■■■■■■・■■■・■■■■■■■は、日本で最も有名な西欧クラシック音楽の作曲
家である。■■■■■■■は、
彼の第９交響曲
（交響曲第九番）
で日本人の間で有名になっ
た。毎年、年末には、多くの日本の合唱団が、この交響曲の最後の部分である “ Xxx xx
Xxx ”「■■■■」を歌うのである。彼の９番目にして最後のこの交響曲の初演時のエピ
ソードもまた、感動的である。その演奏は、1824 年ウィーンで行われ、総立ちの喝采を
浴びた。しかし、彼は、失聴のため、オーケストラを指揮している間、それを聞くこと
は出来なかった。■■■■■■■は、その苦難（失聴）との長い闘いの末に、第９交響
曲を書いたのであった。彼にこの交響曲を書かせたものは、生涯にわたる彼の信念、つ
まりこのクラシック音楽の歴史的傑作（第九）の主題でもある人類の平和と愛であった。
それゆえに、欧州連合は、加盟 27 カ国の公式歌として、この交響曲を選んだのである。
（答えは 25 ページ）
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Writing Training 1

ニュースを英文にしてみましょう

LCT 1

1. そのジョージア人 (Georgian) の力士は大関に昇進して嬉しそうに見えた。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

2. アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の指導者キム・ジョンウン (Kim Jong Un)

との歴史的会談は現地時間 (local time) 6月12日の午前 9 時に始まる予定だ。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

3. 秋篠宮ご夫妻は、日本人の移住 (immigration) 150 周年を記念する一連の
行事に出席するためハワイ(Hawaii) を訪問中だ。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

4. 高齢者がスマートフォンの使い方を学ぶのは難しいようだ。

LCT 11
LCT 12

5. その選手は監督 (head coach) の命令に逆らう(say no) のは不可能だと思った。

WrT 1
WrT 2
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Writing Training 1 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

1. The Georgian sumo wrestler looked happy to be promoted to Ozeki.
2. The historic meeting between US President Donald Trump and North
Korean leader Kim Jong Un is to start at 9 am on June 12th local time.
3. Prince and Princess Akishino are visiting Hawaii to attend a series of
events to mark the 150th anniversary of Japanese immigration there.
4. It seems difficult for elderly people to learn how to use a smartphone.
5. The player thought it impossible to say no to the head coach’s order.
6. The number of traffic accidents involving elderly drivers has been
growing in Japan.
7. A random knife attack occurred on a shinkansen bullet train running
between Shin-Yokohama and Odawara stations.
8. Have you ever seen giant panda cub Xiang Xiang climbing a tree at
Ueno Zoo in Tokyo?
9. The two-day summit was held on June 8 and 9 in Quebec, Canada,
with leaders from seven industrialized countries attending.
10. The Emperor and Empress attended a tree-planting ceremony and met
residents of disaster-hit areas while visiting Fukushima Prefecture.

WrT 1
WrT 2
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作った英文と較べてみましょう。
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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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