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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 ～ 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
ろなアプリ *2 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.1）の左下の枠内にある 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/14/14allmp3.zip）
をタップすると、ブラウザが立ち上がります。ダウンロード先を聞いてきたら、
アクションボタン (
) をタップして “ ファイルに保存 ”（ ）から保存先を選
択して “ 追加 ” をタップしてください。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、3.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。
＊ 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

EU to End Daylight Saving Time

LCT 1

◉ 音声データ

Word Test

◉ Word Test

LCT 2

1. consider
2. continent
3. publish
4. result
5. survey

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

◉ Listening Comprehension Test

1. The European Union is considering ending daylight saving
time across the continent.
2. The European Commission on Friday published the results of
a survey on summer time conducted from July to August this
year. It said it received some 4.6 million responses from all 28
member nations.
3. According to the survey, about 84 percent were in favor of
stopping the twice-yearly clock change. The Commission said
it will propose to discuss the matter in its parliament.
4. Citizens of all EU countries now move their clocks an hour
forward on the last Sunday in March and turn them back on
the last Sunday in October.
◉ 音声データ

LCT

5. But there has been opposition to the twicea-year time adjustment. Some studies show
it can cause health problems such as lack of

WrT 2

4

6. conduct
7. propose
8. parliament
9. opposition
10. lack

sleep and depression.
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EU 夏時間廃止を提案へ

1. 考慮する、検討する
2. 大陸
3. 公表する、出版する
4. 結果（となる）
5. 調査

C 1 初級

6. 行為、行う
7. 提案する、申し出る
8. 議会、国会
9. 反対
10. 欠ける、欠如

1. ヨーロッパ連合はヨーロッパ大陸での夏時間の廃止を考えている。
2. 欧州委員会は金曜日（8 月 31 日）に今年 7 月から 8 月に行われた夏時間
に関する調査の結果を公表した。すべての 28 加盟国からおよそ 460 万
の回答があった。

3. 調査によれば、およそ 84 パーセントが夏時間の廃止に賛成した。委員
会はこの問題をヨーロッパ議会で話し合うことを提案すると述べた。

4. 現在、全 EU 加盟国の市民は、3 月の最後の日曜日に時計を 1 時間進め、
10 月の最後の日曜日に戻している。

5. しかし、年に 2 回時間を変えることには反対が上がっている。睡眠不足
やうつ状態などの健康問題を引き起こす可能性を示している研究もある。

月刊LCT 2019年14号
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

したマーストリヒト条約により発足した。ヨーロッパの政治経済面での統合

LCT 2

を目指し、加盟国間の協力強化を目的とする。第二次世界大戦後に始まっ
たヨーロッパ統合の到達点と言われている。
冷戦終結後は東欧にも拡大し、
2013 年のクロアチア加盟で 28 ヵ国になった。また、2002 年には統一通

LCT 3

貨ユーロの流通も始まった。しかし、現在イギリスの離脱、難民の流入な
どさまざまな問題を抱えている。

LCT 4

EU は行政機関の欧州委員会、決定機関の欧州理事会、立法機関の欧州
議会などからなり、主要機関はベルギーのブリュッセルに置かれている。
consider + ~ing = ～することを検 討 する。 e.g. We are considering

LCT 5

buying a new car.（私たちは新車の購入を検討している）

LCT 6

daylight saving time : 夏の太陽の出ている時間帯を有効に利用する目
的で標準時間を 1 時間進める制度。第一次世界大戦中のドイツで資源節
約のために始まりイギリス等にも広がったという。夏時間の効果としては資

LCT 7

源節約、交通事故や犯罪率の低下、経済の活性化が言われている。しか
し、実際はそれほど資源節約にはならず、交通事故も減っていないという

LCT 8

声もあるようだ。夏時間の切り替え時には一時的に交通事故が増加すると
いうアメリカからの報告もある。
daylight saving time はアメリカ、カナダ、オーストラリアで用いられる。イ

LCT 9
LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2
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The European Union is considering ending … : EU は 1993 年に発効

ギリスは summer time。

Para.2

The European Commission : 欧州委員会は EU の内閣にあたり、EU の
日常の運営を行っている。加盟国から1 人ずつ委員が選出され、委員長
は欧州理事会が任命し欧州議会が承認する。2014 年からは元ルクセンブ
ルクの首相ジャン = クロード・ユンケル氏が委員長を務めている。

a survey on summer time conducted from July to August this year. :
ヨーロッパ北部の加盟国や欧州議会で廃止の声が高まるなか、フィンラン
ドが 2018 年 1月に EU に廃止を提案した。フィンランドでは 2017 年 10 月、
政府に夏時間廃止を求める署名が 7 万以上集まっていたという。2018 年
2 月、欧州議会は、必要な場合には見直しを求める決議を採択した。それ
を受けて欧州委員会は 7 月 4 日から 8 月 16 日に域内市民を対象にオンラ
LCT Monthly vol.14, February 2019

LCT 1 : EU to End Daylight Saving Time

インで意見を公募した。

it received some 4.6 million responses from all 28 member nations. :
欧州委員会は今回のような意見公募を政策の評価などのために行っている
が、460 万という回答数はこれまでの最高だという。460 万のうち 300 万
がドイツからということだ。

Para.3

about 84 percent were in favor of stopping the twice-yearly clock
（夏時間）の廃止に賛成した。また、
change. : 84％が年に 2 回の時間変更
回答者の 3 分の 2 以上にあたる 76％が夏時間に対して「大変否定的」ま
たは「否定的」と答えたという。健康への悪影響、交通事故の増加、省エ
ネに繋がらないなどがその理由のようだ。特に夏に日照時間が長い北欧や
東欧で「廃止」支持が多い一方で、南欧のキプロスやギリシャでは「維持」
の意見が多かったという。

to discuss the matter in its parliament. : ユンケル欧州委員長は、
「人々
が廃止を望んでいる。だから我々はこれを実行する」と述べた。制度の変
更を実現するには、法案が制定され、加盟 28 ヵ国と欧州議会から承認さ
れる必要がある。

Para.4

Citizens of all EU countries now move their clocks … : EU では 1996
年から全域内で夏時間を実施している。

Para.5

Some studies show it can cause health problems … : ドイツの保険
会社が 2018 年 3 月に行った調査では約 25％が時間変更による問題を抱
えていると回答したという。その半数以上が睡眠への悪影響で、
「集中で
きない」
「イライラする」
「うつ状態になった」という訴えがあった。特に時
計を進める春に、よりストレスがかかると専門家は言っている。また、子供
や心身が弱っている人への負担の大きさを指摘する声もある。

月刊LCT 2019年14号
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◉ 学習の手引き
LCT 1
LCT 2
LCT 3
LCT 4
LCT 5

日本では夏時間は第二次世界大戦後に占領軍の指令で 1948 年 5 月から 9 月に初め
て実施された。しかし、残業の増加や寝不足などの問題により1951 年の 9 月で打ち
切られた。1995 年ごろからは省エネを目的として夏時間の再導入の検討が始まった
が議論は進まなかったようだ。
2018 年になって東京オリンピック組織委員会が猛暑対策から夏時間導入を申し入れ
た。2019 年、
2020 年限定で 6 ～ 8月に 2 時間の時間繰り上げをするというものらしい。
欧州では 1 時間の繰り上げでも健康への悪影響が指摘されている。2 時間に適応す
るのは相当難しいと指摘する専門家もいる。夏時間が採用され「明日から仕事（学校）
に行くのに毎日 2 時間早く起きなければならない」ということになったら結構つらいと
思う人は多いのではないか（NK）

LCT 6
LCT 7
LCT 8
LCT 9
LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2
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English Essays :

"Thoughts in words,
to connect you and I"
サヤ

ナジュワ

Saya Najwa
人生の一大イベントとなった引越しを無事終え、新しい家で新年を迎えたサヤさん。次は、
これを機に「断捨離」を決め込んだようです。物を捨てることばかりが注目されている「断捨
離」ですが、その根底にあるのは、過剰な物への執着から解き放されることで、実は自らが
作り出していた心の重荷を取り払い、人生がより快適になるという考え方なのだそうです。

#14 Resolute
I have safely and successfully completed my move back to Japan.
Yesterday, after a month of living out of boxes (we wanted to
continue the process of meticulously selecting only the things we’d
like to keep) the last box was unpacked and there is nothing left to
decide on. We were settled in at last.
I made a quiet promise to myself on the day we moved out of our
old home; to not take any excess baggage with us and I meant that
in every way. We decided we were going to declutter and got rid of
many bags that contained unwanted and unnecessary things. Our
rule of thumb was simple, if it wasn’t used in the past year and it
no longer made us happy (spark joy anyone?), it should not be in our
new home.
Similarly, I promised myself to leave behind any emotional baggage
that was weighing me down; the kind of negativity that rested on
月刊LCT 2019年14号
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English Essays : "Thoughts in words, to connect you and I"

my shoulders so heavily and urged me to move back home just a
few months ago. This was a more important kind of ‘decluttering’
for me, one that was challenging and yet only I could do for myself.
A fresh start, a clean slate free of bad energy.
As we are now in a new year, I guess you could say my promise is
my resolution for 2019. Some things that I am determined to achieve
range from menial tasks like vacuuming at least 2 times a day or
keeping the kitchen spotless every night before sleeping. Others
demand a bigger effort like studying Japanese more seriously (maybe
take that scary exam finally?) and spending less time on my phone
and do more of my other hobbies instead.
In life’s great race, I would say I am a sprint runner. This means I
would go all out at the beginning of my endeavours, going above
and beyond and achieving spectacular results faster than most, only
to lose steam or the discipline to maintain my upward trajectory
just as quickly as I had excelled earlier. I am great at achieving short
term results but long term commitments are quite a challenge.
Enter my biggest resolution; to break that pattern and develop
a new habit of being persistent and consistent. Achieving good
results make me feel great and I want to keep feeling that ‘high’.
It won’t be easy to change who you’ve been for decades but life is
10
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Let's Read an Essay in English !

too short to stay stagnant. When I started writing this essay, I was
unsure if my resolutions were something I would be comfortable
sha ri ng publ icly (you ca n’t be fau lted for someth i ng no one
knows right?). However, a public declaration will make me more
accountable for my actions (or lack thereof) I guess and I am
determined to better myself.
So here goes, my resolutions for 2019, out in the open for all to read
and see and although the introvert in me is completely horrified,
the gutsier side is ready to tackle all that may come with gusto and
positivity. Let’s do this!

月刊LCT 2019年14号
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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

防衛省は、2021 年までにアメリカから 17 機のオスプレイ(Osprey) を買う計
画だ。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

2. 日本人でない子供たちのための特別クラスは、塾 (cram school) で徐々に増
えている。

LCT 5
LCT 6

すぎた

みお

LCT 7

3. 自民党議員の杉田水脈の発言は、性的少数者 (LGBT) カップルに対して差
別している (discriminating) として批判された。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

2020 年の世界博覧会の開催地を競っていた 4 つの都市の中から、アラブ首
長国連邦 (the United Arab Emirates) の首都のドバイ(Dubai) が選ばれた。

5.

中米のエルサルバドル (El Salvador) は、台湾との外交関係を断った。

LCT 11

4.

LCT 12
WrT 1
WrT 2

68
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※ 参考の訳文は 72 ページ

初級

6. プラスチック廃棄物 (waste) による汚染 (pollution) が深刻な問題となっている。それで日本の大手レス
トランチェーンは 2020 年までにチェーンの全てのレストランでプラスチックストローを廃止すると発表した。

7.

その女子体操選手 (gymnast) は日本体操協会 (the Japan Gymnastics Association) の幹部か
らパワハラ (power harassment) を受けたと主張した。だが彼らは当初その主張を否認した。

8. 北 朝 鮮 が、 金 正 恩 (Kim Jong Un) 指 導 者 の 約 束した 通り朝 鮮 半 島
(Peninsula) の非核化 (denuclearization) を実行するかどうか疑問だ。

9.

漫画家 (manga artist) さくらももこさんの死去が発表されるとすぐに多くの
ファンが SNS で悲しみを表した。

10. そのバドミントン選手が男子シングルスで世界タイトルを獲ったからには次の
狙いはオリンピックの金メダルだ。
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作った英文と較べてみましょう。

1. The Defense Ministry plans to buy 17 Ospreys from the United States
by 2021.
2. Special classes for non-Japanese children are gradually increasing at
cram schools.
3. LDP lawmaker Mio Sugita’s remarks were criticized as discriminating
against LGBT couples.
4. Of the four cities competing to host the 2020 World Expo, Dubai, the
capital of the United Arab Emirates, was selected.
5. El Salvador in Central America broke off diplomatic relations with
Taiwan.
6. Pollution from plastic waste has become a serious problem, so a major
Japanese restaurant chain said it will stop using plastic straws at all of
its restaurants by 2020.
7. The female gymnast claimed that she suffered power harassment by
top officials of the Japan Gymnastics Association. However, they at
first denied the claim.
8. It is doubtful if North Korea will carry out denuclearization of the
Korean Peninsula as its leader Kim Jong Un promised.
9. Many fans expressed sadness on SNS as soon as the death of manga
artist Momoko Sakura was announced.
10. Now that the badminton player has won the world title in the men’s
singles, his next aim is an Olympic gold.

LCT Monthly vol.14, February 2019

今号の表紙 「バレンタインデー」

日本で2月14日のバレンタインデーが「女性
から男性にチョコレートを贈って愛を伝える
日」として定着したのは、チョコレート会社
の宣伝によるところが大きいと言われます
が、世界を見ても、バレンタインデーは「恋
人たちのための日」とされているところが多
く、欧米諸国では恋人同士や家族や親しい
人たちの間でプレゼントやカードを贈り合
う風習があります。どちらかというと、男性
が女性にプレゼントや花を贈る日というイ
メージが強いかもし
れません。
その起源は諸説あり
ますが、ローマ時代
のキリスト教司祭、
ヴァレンティヌスの

逸話（皇帝に背いて禁止されている兵士の
結婚式を行い処刑された）からきていると
するのが一般的です。
文学史において、最初にバレンタインデー
をロマンスに結びつけて描いたのは、14世
紀の英国の詩人チョーサーの『Parliament
of Foules』と言われています。
チョコレートを贈る習慣は19世紀後半のイ
ギリスで始まりました。ちなみにこれも菓子
メーカーが仕掛けたものでした。
日本でも、悪名高き「義理チョコ」の習慣は
徐々に消滅しつつあり、最近は友だち同士
で手づくりチョコなどを贈り合う「友チョ
コ」が定番化し、若い女性たちを中心に新
しいバレンタインデーの風習を楽しんでい
るようです。
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