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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
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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Japan's Tasuku Honjo Wins Nobel Prize in Medicine

LCT 1

◉ 音声データ

Word Test

◉ Word Test

LCT 2

1. present
2. jointly
3. honor
4. treatment
5. effective

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. Japanese scientist Tasuku Honjo has won this year’s Nobel
Prize in Physiology or Medicine.
2. The Nobel Assembly in Sweden announced on Monday that
the prize is presented jointly to Mr. Honjo and an American
scientist. The professor at Kyoto University is the 26th Japanese
to win a Nobel Prize.
3. The assembly says he is honored for his discovery of a new cancer
treatment that activates the immune system. The discovery
led to the development of an effective anti-cancer drug.
4. The 76-year-old Honjo told reporters that he is honored to
receive such a great prize. He said it is when cancer survivors
thank him that he realizes the significance of his research.
◉ 音声データ

LCT

5. More than 25-thousand people in Japan have
been treated with the medicine for lung and
other types of cancer.

WrT 2

4

6. anti7. drug
8. survivor
9. realize
10. medicine
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本庶佑氏、ノーベル医学生理学賞受賞

1. 与える、贈る
2. 合同の、共同の
3. 名誉、尊重する
4. 扱い、手当て、治療
5. 効果のある

C 1 初級

6. 反～
7. 薬、麻薬
8. 生存者
9. 理解する、実現する
10. 薬、医学

1. 日本人科学者、本庶佑さんが今年のノーベル医学生理学賞を受賞した。
2. スウェーデンのノーベル賞委員会は月曜日（10 月 1 日）、医学生理学賞を
本庶さんとアメリカ人科学者に贈ると発表した。この京都大学の教授は
ノーベル賞を受賞する 26 人目の日本人である。

3. ノーベル賞委員会は、本庶さんは免疫システムを活性化する新しいがん
治療法を発見したことで受賞する（栄誉を授かる）と言っている。この
発見が効果的な抗がん剤の開発につながった。

4. 76 才の本庶さんは記者団に、このような素晴らしい賞をいただき光栄だ
と語り、自分の研究が意味あったものだと実感するのは、がんを生き延
びた人から感謝される時だと述べた。

5. 国内でこれまで 2 万 5000 人以上の人がこの抗がん剤を使って、肺がん
やその他のがんの治療を受けた。
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

生まれ。66 年に京都大学医学部を卒業。米国立保健研究所客員研究員、

LCT 2

東京大学医学部助手、大阪大学医学部教授、京都大学医学部教授など
を経て、2017 年から京都大学高等研究院特別教授を務める。1982 年に
朝日賞、2013 年に文化勲章、16 年に京都賞などを受賞している。

LCT 3

Nobel Prize in Physiology or Medicine : ノーベル医学生理学賞。ノー

LCT 4

ベル賞 6 部門のうちの一つ。生理学および医学の分野で最も重要な発
見を行った人物に与えられる。選考はカロリンスカ研究所（Karolinska
Institute）のノーベル賞委員会が行う。

LCT 5
LCT 6

Para.2

the prize is presented jointly to Mr. Honjo and an American
scientist : 2018 年の医学生理学賞は本庶氏と「テキサス大学MDアンダー
ソンがんセンタ―」のジェームズ・アリソン教授（70）の共同受賞となる。

LCT 7

2 人は免疫をがんの治療に生かす手がかりを見つけた。新しいタイプの治
療薬の開発につながり、がん治療に貢献したことが評価された。

LCT 8

The professor at Kyoto University is the 26th Japanese … : 日本の
ノーベル賞受賞は、16 年の医学生理学賞の大隅良典・東京工業大学栄

LCT 9

誉教授に続き 26 人目。医学生理学賞は 87 年の利根川進・米マサチュー
セッツ工科大教授、12 年の山中伸弥・京都大教授、15 年の大村智・北里
大特別栄誉教授、16 年の大隅氏に続いて 5 人目となる。授賞式は 12 月

LCT 10
LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2

6

ほんじょ たすく

Japanese scientist Tasuku Honjo … : 本庶 佑 氏は 1942 年、京都市

10 日にストックホルムで行われた。
Para.3

a new cancer treatment that activates the immune system. : 人間
の体内には「免疫チェックポイント」と呼ばれる、免疫が自分自身を攻撃
しないための仕組みが備わっている。それを担う分子を本庶さんが発見し
た。がん細胞はこの分子を巧みに利用して免疫の攻撃から逃れ、増殖を
続けるので、この分子「PD-1」を働かないようにして免疫の働きを活性化
する治療法。従来の免疫細胞を体内に入れるなどする免疫療法とは異な
るため、
「新たな免疫療法」と呼ばれる。

an effective anti-cancer drug. : 免疫チェックポイント阻害剤、オプジー
LCT Monthly vol.15, March 2019

LCT 1 : Japan's Tasuku Honjo Wins Nobel Prize in Medicine

ボ。2002 年、本庶さんの研究グループは小野薬品工業と共同で特許を
出願した。米企業も加えた共同開発で 06 年に米国、08 年に日本で治験
が始まった。末期がん患者のおよそ 4 分の 1 でがんが小さくなったという
米国の治験結果が 12 年に発表されると、世界中が驚いた。こうして誕生
したオプジーボは 14 年、皮膚がんの「悪性黒色腫（メラノーマ）
」の新薬
として、世界に先駆けて日本で承認された。
Para.4

The 76-year-old Honjo told reporters … :「この治療法によって重いが
んから回復した患者から『あなたのおかげ』と言われると、自分の研究に
意味があったと実感し、何よりうれしい」と語った。

it is when cancer survivors thank him that he realizes … : it ~ that
の強調構文。when 以下の副詞節が強調されている。自分の研究が意義深
いと実感するのは、がんを生き延びた人が彼
（本庶さん）に感謝するときだ。
Para.5

More than 25-thousand people in Japan have been treated with
the medicine … : オプジーボは 2015 年、一部の肺がんや腎細胞がん患
者にも適用が認められた。その後、
対象は胃がん患者などにも広がっている。
開発コストの関係で発売当初から価格が高く、3 回にわたって値下げされた
が、現在、100 ミリグラム瓶 1 本、27 万 8000 円もする。薬価が高く、適
用対象も拡大したため、国の保険財政を脅かすのではと懸念されている。

本庶さんは、免疫細胞のブレーキ役分子「PD-1」を、基礎研究を続けている中で偶
然発見したという。
「基礎的な研究から臨床につながるように、今回の受賞が基礎的
な分野の多くの研究者を勇気づけられれば望外の喜びです」と語る。
基礎研究は、科学者が自身の自由な好奇心や発想に基づいて新たな自然の原理など
を見つけようとする研究である。その成果は短期間で実用化に結び付けにくく、研究
費の獲得もむずかしいとされる。本庶さんは、ノーベル賞の賞金や、オプジーボの販
売で得られた利益の一部を受け取る権利使用料などを元手に、若手研究者を支援す
る基金を設立する意向を明らかにした。
「若い人が研究に人生をかけてよかったなと
思えるような国になることが重要ではないか」と述べた（TK）
月刊LCT 2019年15号
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Detective Quiz
profiling

013

No.

誰もが知っているこの人物は誰でしょう？
この『現
代英語聴
本』でも
問題のニ
環境
ュースが
たびたび
上げられ
取り
ているよ
うだが、
紀も前に
半世
、人間と
地球のか
り方や生
かわ
態系とい
う概念に
の関心を
人々
向けさせ
、
今日の環
保護運動
境
のさきが
けともな
名著があ
った
る。今回
の人物は
の 本を書
、そ
いた女 性
の生物学
だ。もう
者
おわかり
かな？

Have you ever heard of Xxxxxx Xxxxxx and
her book “Xxxxxx Spring” ? Xxxxxx Xxxxxx
was an American scientist who wrote about
the danger of DDT in the 1960s. “Xxxxxx
Spring”, which was translated into many
languages including Japanese, has sold
more than one million copies. In the
book, Xxxxxx wrote how dangerous DDT
is not only to wild animals and fish but also to the future of
human beings. When she finished writing “Xxxxxx Spring” at the
age of 54, Xxxxxx , who had been suffering from breast
cancer, knew her life was nearing an end. Former
US Vice President Al Gore, who is also known as
an ambitious environmentalist, was deeply moved
by “Xxxxxx Spring” when he was young. He
later said, “ Xxxxxx Xxxxxx presented ‘Xxxxxx
Spring’ to all living things on the earth at the
sacrifice of her life.”

■■■■■・■ー■■と「●●の春」について聞いたことがありますか？ ■■■■■・■ー
■■は、
1960 年代に、
DDT について書いたアメリカの科学者でした。彼女の「●●の春」
は、日本語を含む多くの言葉に翻訳され、百万部以上売れました。この本の中で、■■
■■は、DDT が、野生動物や魚だけでなく、人間の将来にとってもどんなに危険かを書
きました。54 歳で彼女が「●●の春」を書き終えた時、
ずっと乳ガンで苦しんでいた■ー
■■は、自分の命が終わりに近づいているのを知っていました。アメリカのアル・ゴア
元副大統領は、自身も意欲的な環境保護主義者として知られていますが、若い頃、
「●
●の春」に深い感動を受けました。後に彼は、■■■■■・■ー■■は、自らの生命に
かえて、地球上の全ての生き物に、
「●●の春」を贈ったのだと述べています。
（答えは 51 ページ）
月刊LCT 2019年15号
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Writing Training 2

ニュースを英文にしてみましょう

中級

※ 参考の訳文は 75 ページ

1. 日本政府は、7 月に公表した新基本エネルギー計画の中で、いまだに原子
力を国の基本エネルギー源の 1 つとみなしている。

2. 日本最大の自動車メーカーであるトヨタは、北海道の大地震の後、国内の
16 の組み立て工場で操業を停止することを決めた。

3. 政府の省庁は、来年度の予算要求を 8 月末までに財務省へ提出しなければ
ならない。

4. 専門家は、最近の一連の自然災害が日本経済にどのような影響を与えるか
注意深く見ていくと述べている。

5. 政府は、地震後の電力不足に対処するため、北海道の企業や家庭に対して
エネルギーを節約するように呼び掛けている。

月刊LCT 2019年15号
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Writing Training 2

ニュースを英文にしてみましょう

LCT 1

6. 増々多くのレストランが環境保全の努力の一環としてプラスチックのストロー
を廃止する運動に参加している。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

7. 北海道の観光産業担当者らは、その地震のために来訪者の数が急激に落ち
込んでこの島の経済にかなりの打撃を与えるかもしれないと心配している。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

8. 石油輸出国機構は 6 月に、石油生産量を 7 月 1 日から一日ほぼ百万バレル
増やすことで合意した。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

9. 日本経済団体連合会 (the Japan Business Federation) の会長と中国の首相は、
北京 (Beijing) での会合で、自由貿易体制を堅持する努力をしていくことで合意した。

LCT 11
LCT 12

10. ファッションのオンライン小売業ゾゾ
(Zozo) の起業者で、日本の億万長者、
まえざわゆうさく

WrT 1

前澤友作氏は、現代アートに多額のカネを使っている。

WrT 2
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英文例文

作った英文と較べてみましょう

中級

1. The Japanese government still regards nuclear power as one of the
nation’s basic energy sources in its new basic energy plan released in July.
2. Toyota, Japan’s No.1 auto manufacturer, decided to stop operations at its
16 domestic assembly plants following the strong earthquake in Hokkaido.
3. Government ministries and agencies have to submit their budgetary
requests for the next fiscal year to the Finance Ministry by the end of
August.
4. Experts say they will closely watch how the recent series of natural
disasters will affect the Japanese economy.
5. The government is calling on companies and homes in Hokkaido to
conserve energy to cope with the power shortage after the earthquake.
6. A growing number of restaurants are joining the movement to ban
plastic straws as part of their efforts for environmental conservation.
7. Officials of the tourism industry in Hokkaido fear that the number of
visitors may sharply fall due to the earthquake, dealing a considerable
blow to the island’s economy.
8. The OPEC countries agreed in June to increase oil production by
almost one million barrels a day starting on the first of July.
9. The chairman of the Japan Business Federation and China’s premier
agreed to make efforts to maintain the free trade system during a
meeting in Beijing.
10. Japanese billionaire Yusaku Maezawa, the founder of online fashion
retailer Zozo, spends a large amount of money on modern art.
月刊LCT 2019年15号
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今号の表紙 「卒業式と桜」

桜は4月の花、「入学式に桜の下で記念写
真」というイメージが強かったのですが、気
がつけば温暖化の影響で、最近は東京で3月
の中旬〜下旬に開花する年がほとんど。桜は
すっかり3月の花になりました。
2月末現在の民間の気象事業者の発表によ
れば、今年は福岡で3月16日にソメイヨシノ
の開花が予想されているようです。3月中旬
といえば卒業式のシーズン。そこで、今月の
表紙は桜と卒業式をコラボさせてみました。

は、1960年公開の映画「予科練物語 紺碧
の空遠く」の中の、これから戦地に赴く主人
公が想いを寄せる女性に第二ボタンをち
ぎって差し出すシーンからきていると言わ
れています。なぜ第二かというと「心臓に一
番近いから」だそうです。
最近はブレザーの制服が多
いので、そう説明されてもピ
ンとこないかもしれません
が、その風習自体は形を変
えて、世代を超えて現在の
中高生にも引き継がれてい
るようです。

ところで、卒業式で思い浮かぶのは制服の
「第二ボタン」の風習です。そのはじまり
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