● 茅ヶ崎方式40周年に寄せて

「茫々40年」
茅ヶ崎方式英語会は、まもなく創設40周年を迎える。私が英語学校を創
ろうと思い立ったキッカケのひとつは、1964年の東京オリンピックだっ
た。NHK取材班のひとりとして、代々木の選手村に入り、英語が多くの
選手や役員を結びつける国際語であることを身を以て知った。特に、そ
れまで見たこともなかったdeep Africaの人達と話して、いつの間にか意
思が通じ合っているのを感じた時の喜びは大きかった。
「対話のための英語学校」を創ろう、それが自分の生涯の仕事になるか
もしれないと思った。
それから、十数年後、私は「茅ケ崎方式英語会」の設立趣意書と会員募
集のビラを湘南の各地に配って歩いた。鎌倉では是非、作家の富岡多恵
子さんの家のポストにも入れたいと思った。鎌倉文士のひとりだった富
岡多恵子さんは、「英会話私情」という著作の中で、日本の英会話学校
で教える英語は、花嫁修業の習い事のようなもので、英会話学校へ行っ
ても英語が話せるようにはならないと、痛烈に批判していた。私もその
通りだと思いながらも、そうでない英語学校を必ず創って見せますよと
いう決意を伝えたかったのである。
あれから40年、湘南の地に撒いた一粒の種は、多くの方々の献身的な協
力によって、日本全国に広がり、根を張って、日本の英語学習の一隅を
照らす存在になりえたと思う。男子の本懐之にすぐるものはない。

松山 薫
茅ヶ崎方式英語会は、来年（2020年）、創設40周年になります。創設者のお一人
である松山先生から、40周年に向けてのご挨拶をいただきましたので、ここに紹介
させていただきました。
さて、創刊号からこの巻頭のコーナーに茅ヶ崎方式英語会の思い出話を書いてま
いりましたが、今号から、<茅ヶ崎方式クロニクル>は別ページに引っ越しいたしま
した。また、前号で「不粋独言」のコラムが終了し、今号からは新たに「五十路の
坂、白い雲」のコラムが始まります。笹山先生、ありがとうございました。飯竹先
生、よろしくお願いします。
有限会社 茅ヶ崎方式英語会 代表 大美賀 廣芳
※ 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。

茅ヶ崎方式英語ブックライブラリー ▶ ▶ ▶
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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。
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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

Japan's Proposal to Limit Saury Catches Not Adopted

LCT 1

◉ 音声データ

Word Test

LCT 2
LCT 3
LCT 4
LCT 5
LCT 6
LCT 7
LCT 8
LCT 9
LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1

1. fail
2. agreement
3. proposal
4. limit
5. suffer

6. support
7. oppose
8. discuss
9. subject
10. conduct

◉ Listening Comprehension Test

1. An international fisheries meeting has failed to reach an
agreement on Japan’s proposal to set an upper limit on saury
catches in the northern Pacific Ocean.
2. The proposal was made at an annual meeting of the North
Pacific Fisheries Commission in Tokyo. Japan has suffered
poor saury catches in recent years. It aimed to prevent
overfishing on the open seas by China and other countries.
3. Five board members, including Taiwan and South Korea,
supported the proposal but China and Vanuatu opposed it.
4. China says it’s too early to set the caps because there isn’t
enough data showing the decrease of the saury stocks.

◉ 音声データ

LCT

5. The board will discuss the subject again next
year after conducting research on the size of
the saury population.

WrT 2

6

◉ Word Test
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日本のサンマ漁獲量制限案、採択ならず

1. 失敗する
2. 合意、協定
3. 提案
4. 限界、制限（する）
5. こうむる、苦しむ

C 1 初級

6. 支持(する)
7. 反対する
8. 討議する
9. 主題
10. 行う、指揮する

1. 国際的漁業委員会は北太平洋でのサンマ漁獲量の上限を設定するという
日本の提案について合意できなかった。

2. 提案は東京での北太平洋漁業委員会の年次会合で行われた。日本は近
年、サンマの不漁を経験しており、中国やその他の国による公海上での
乱獲を防ぐ狙いがあった。

3. 台湾や韓国など 5 ヵ国は提案を支持したが、中国とバヌアツは反対した。
4. 中国は、サンマ資源の減少を示す十分なデータがないので、上限を設
定するのは時期尚早だと言っている。

5. 委員会はサンマ資源の大きさを調査したうえで、来年再びこの問題を討
議する。

月刊LCT 2019年13号
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

Japan’s proposal to set an upper limit on saury catches in … : 日本

LCT 2

は 2003 年から北太平洋漁場のサンマ分布量を調査し、サンマ資源が年々
減少傾向にあることを明らかにしてきた。要因として海の環境の変化や近
年増加している公海上でのサンマ漁が挙げられることから、安定的な資源

LCT 3

利用を図るため、この海域での漁獲数量の上限規制の導入を提案した。

LCT 4

Para.2

North Pacific Fisheries Commission : 北太平洋漁業委員会（NPFC）は
2015年、
日本の提唱によって設立された。加盟国は日本、カナダ、
ロシア、
中

LCT 5

国、韓国、
アメリカ、バヌアツ、
台湾の8ヵ国・地域。
「北太平洋漁業保存条約」
に基づき、北太平洋の海洋生態系を保護しつつ、条約水域における漁業資源

LCT 6

関である。第4回年次会合は7月3日から5日までの3日間、東京で開かれた。

LCT 7

の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的とする地域漁業管理機

マ漁獲量は 2012 年までは 20 万トンを維持していたが、その後減少傾向が

Japan has suffered poor saury catches in recent years. : 日本のサン

LCT 8

顕著となり、
特に一昨年（2017 年）
は 8 万 5000トンと50 年ぶりの不漁だった。

It aimed to prevent overfishing on the open seas by … : 日本とロシ

LCT 9

アのサンマ漁は主に自国の排他的経済水域
（EEZ）で行われている。一方、
台湾、韓国、中国は、日本やロシアの漁場に隣接する公海上で大型漁船

LCT 10

を使って操業している。中でも、2010 年ごろから参入した中国のサンマ漁
獲量は、当初は 2000トン程度だったが、2014 年には 7 万 6000トンと急
増した。中国より早くからサンマ漁を始めた台湾も、2013 年には 18 万トン

LCT 11

に達し、初めて日本の漁獲量を上回った。日本の提案はこれ以上の乱獲
を防ぐ狙いがあった。

LCT 12

open seas = 公海。high seas とも言う。

WrT 1
WrT 2
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Para.3

Vanuatu : バヌアツはオーストラリアの西、南太平洋シェパード諸島の火
山島上にある共和国。面積は新潟県とほぼ同じ約 1 万 2000 平方キロ。
人口 27 万人。主な産業は漁業と農業（主にココヤシ栽培）
。漁業は沿岸
漁業が中心だが、近年は公海上でのサンマ漁にも乗り出しており、NPFC
には 2017 年に加盟した。日本は JICA を通して多方面で援助を行っている
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LCT 1 : Japan's Proposal to Limit Saury Catches Not Adopted

が、最近は中国からの経済援助が目立つ。新国際埠頭や首都ポートビラ
の中央病院建設など、中国によるインフラ整備が急速に進んでいる。

Para.4

China says it’s too early to set the caps because … : NPFC では、ま
ず科学委員会で資源量を推定した資源評価について討議が行われ、その
結論を基に本委員会で議題を検討する。日本は去年、国・地域別の漁獲
枠を提案したが、科学委員会に提出した資源評価のデータが 2015 年以
前のもので、規制を要するほどの値ではなかったことから、台湾のみの賛
成にとどまった。この経験を踏まえて、日本は今回、沿岸国水域と公海に
分けた漁獲数量規制を提案した。中国は去年と同様、資源評価が最新の
漁況データを満たしていないとして反対した。
cap = upper limit の言い換え。stock = 蓄え、資源。

Para.5

The board will discuss the subject again next year … : NPFC は
2019 年春の科学委員会開催までに最新の資源評価をまとめ、それを基に
漁獲数量規制について引き続き検討していくことで合意した。水産庁の担
当者は「漁獲枠導入の方向で多数メンバーからの支持を得たことは大きな
前進だった」と評価している。
research = 資源評価に必要なデータを収集するための調査。
saury population = saury stocks の言い換え。 population = 人口。ここ
では（動物の）個体数。

大衆魚の代表格のサンマが不漁のためここ数年値上がりしている。2018 年 5 月には
平均で 1 キロ 500 円だった。その 1 年前は 420 円だったので、1 年でおよそ 20％値
上がりしたことになる。鮮魚店ではなるべく安く売ろうと工夫を重ねているようだが、
このままだと庶民の秋の味覚も遠のいてしまいそうだ。
サンマは養殖に向かない神経質な魚だという。ある専門家は「クロマグロの寿命は
30 年近くあるが、サンマの寿命は 2 年と短く、生まれた時の水温やえさの量などの
環境の変動に影響されやすい。環境の変動をモニターしながら国際的に協調して漁
をしていくことが大切だ」と話している（TN）
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is

Detective Quiz
p ro f i l e
No.

010

誰もが知っているこの人物は誰でしょう？
発明家
代の才人。
次は江戸時
品を世
ざまな発 明
としてさま
医学、
、
学
一方、蘭
に送り出す
分野で
など多くの
文学、芸術
したあ
揮
才能を発
類まれなる
21 世
の
こ
し
がも
の 人 だ。彼
んな発
いたら、ど
紀に生きて
か？ さ
う
れたのだろ
明をしてく
？
う
ょ
とでし
て、誰のこ

This is the story of a highly-talented person in
the Edo Period. The man was Xxxxxx Xxx-xxx,
who was an inventor, planner, writer and painter.
After gaining Western scientific knowledge in
Nagasaki, Xxx-xxx moved to Edo when he turned
29. His life in Edo was full of ups and downs. He
became famous by inventing and producing
various things including the fireproof cloth,
thermometer, and “Elekiteru”. He also helped develop gold
and iron mines. However, his business did not bear fruit
and he suffered heavy losses. To make up for the losses,
Xxx-xxx became a writer of “Joruri” and other
stories, which made him famous again among
Edo citizens. One day at his home, Xxx-xxx got
angry over differences of opinion while talking
with two of his followers. He suddenly attacked
with his Japanese sword. One of them later
died. Xxx-xxx died in jail at the age of 52.

これは、江戸時代の才人の話である。その人は、■■■■で、彼は、発明家、企画者であり、作
家であり、また画家でもあった。長崎で西欧の科学知識を得た後、29 歳を過ぎて、■■は、江
戸へのぼった。彼の江戸での人生は、浮き沈みが多かった。彼は、耐火布、寒暖計、エレキテ
ルなどを含むさまざまな物を発明したり、製造したりして有名になった。彼はまた、金や鉄の鉱
山を開発するのを助けた。しかし、彼の商売は実を結ばず、彼は大きな損失を被った。その損失
を埋め合わせるため、■■は、
「浄瑠璃」やそのほかの物語の作家になり、それが再び彼を江戸
市民の間で有名にした。ある日自宅で、■■は、２人の弟子と話している最中に、意見の食い違
いをめぐって怒り出した。彼は、
突然刀で襲いかかった。そのうちの１人はやがて死んだ。■■は、
52 歳の時、獄中で死んだ。
（答えは 64
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

国連のグテーレス事務総長 (Secretary General Antonio Guterres) は、8
月 9 日長崎で行われた平和記念式典で演説をした。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

2. 名古屋城の木造の新天守閣 (main keep) は 500 億円以上の費用で建造さ
れる。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

3. 東京都は、2020 年のオリンピックでマラソンコースに沿って特別な舗装
(paving) 材料やミストシャワーを使う計画だ。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

しまなみ海道 (Shimanamiいまばり
Expressway) は、瀬戸内海を横切って本州の
おのみち
尾道（おのみち）と四国の今治を結ぶ。

5.

アメリカの喫茶店チェーン、スターバックス (Starbucks) は、日本中に 1000
以上の支店 (outlet) をもつ。

LCT 11

4.

LCT 12
WrT 1
WrT 2

70
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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
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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1. UN Secretary General Antonio Guterres made a speech at the peace
memorial ceremony held in Nagasaki on August 9th.
2. The new wooden main keep of Nagoya Castle will be built at a cost of
over 50 billion yen.
3. Tokyo plans to use special paving materials and mist showers along
the marathon course at the 2020 Olympics.
4. Shimanami Expressway connects Onomichi in Honshu and Imabari
in Shikoku across the Inland Sea.
5. The American coffeehouse chain, Starbucks, has more than 1,000
outlets throughout Japan.
6. The Liberal Democratic Party’s presidential election will be a battle
between Prime Minister Shinzo Abe and former secretary general
Shigeru Ishiba.
7. The man who escaped from the Tondabayashi police station in Osaka
had been detained there since June 15.
8. Amid heavy criticism, the chairman of the Japan Amateur Boxing
Federation stepped down from his post, taking responsibility for
money and other scandals.
9. The two-year-old missing boy was found alive after being alone in a
forest for three days in Yamaguchi Prefecture.
10. A rescue helicopter, on an inspection f light before the summer
season with nine people aboard, crashed into a mountain in Gunma
Prefecture.
LCT Monthly vol.13, January 2019

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

今号の表紙 「なまはげ」

なまはげは、秋田県男鹿半島とその基部
（山本郡三種町・潟上市）の一部に古くか
ら伝わる民俗行事。仮面と藁の衣装をま
とった神の使い（来訪神）「なまはげ」が、
家々を巡り、怠け者を諭す姿は、年末の風
物詩としてすっかりおなじみです。
現在は大晦日の行事として知られるなま
はげですが、江戸時代までは太陽太陰暦の
1月15日の小正月に行われていました。大
晦日の行事として定着したのは、戦後のこ
とだそうです。
神の使いであったなまはげが、「鬼」文

化と結びついて、赤鬼青鬼と同化している
ものもよく見かけます。
先ごろ、ユネスコの無形文化遺産に登録
された「来訪神：仮面・仮装の神々」（全
国10の来訪神行事）のひとつとして、あら
ためて今、注目を浴びています。
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