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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/16/16allmp3.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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Cherry Blossoms Appear in October

LCT 1

◉ 音声データ

Word Test

◉ Word Test

LCT 2
LCT 3

1. blossom
2. bloom
3. a series of
4. recent
5. force

6. lack
7. unusually
8. encourage
9. rare
10. be expected to

LCT 4

◉ Listening Comprehension Test

LCT 5

1. Out-of-season cherry blossoms are blooming this fall in Japan.
2. A weather forecasting company says more than 350 people

LCT 6

across the country reported seeing cherry f lowers in their

LCT 7

neighborhoods in October. The unexpected blooming could be
the result of a series of typhoons.

LCT 8

3. Somei-yoshino cherry trees develop their buds in the summer,

LCT 9

growing. The recent typhoons brought strong winds and

but a hormone released by the leaves stops the buds from

LCT 10

seawater that forced the trees to drop their leaves.

LCT 11

4. Experts say the lack of the hormone, along with unusually
warm weather, could have encouraged the buds to bloom.

LCT 12

5. They also say the rare flowering isn’t expected
◉ 音声データ

WrT 1

LCT

WrT 2
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to affect the blossoms next spring.

桜の花が 10 月に咲く

1. 花、花が咲く
2. 咲く、開花
3. 一連の
4. 最近の
5. 力、力づくで～させる

C 1 初級

6. 欠乏，
欠いている
7. 普通でない、
まれな
8. 勇気づける、促す
9. 希少な、
まれな
10. ～とみられる、～だろう

1. 季節外れの桜の花が今年の秋、日本で咲いている。
2. ある気象予報の会社は、日本全国の 350 人以上の人々が 10 月に近隣で
桜の花を見たと報告したと述べている。この予想外の開花は、一連の台
風によるものかもしれない。

3. ソメイヨシノの（桜の）木は夏に花芽をつけるが、葉から放出されるホル
モンが花芽の成長を止めている。最近の台風が、強風と海水をもたらし、
そのため桜の木は葉を落とした。

4. 専門家は、ホルモンの欠如が、例年になく暖かい気候と相まって、花芽
の開花を促したのかもしれないと言っている。

5. 彼らは、この珍しい開花は、来年の桜の花には影響しないだろうとも述
べている。
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.2

ザーニューズ」が、同社の天気予報アプリの利用者を対象に 10 月 12 ～

LCT 2

14 日に調査を実施したところ、354 人から「ソメイヨシノが咲いている」と
の報告があったという。開花は、北海道から鹿児島までの広い範囲で見ら
れ、特に台風の影響を受けた近畿や東海、関東南部で顕著だった。

LCT 3

more than 350 people across the country reported seeing cherry
flowers ... : report + doing =［～したことを］報告する、知らせる。 e.g. The

LCT 4

neighbors reported seeing her leave the building around noon.（彼女が
正午頃、そのビルから出て行くのを見たと近所の人が知らせた）

LCT 5

The unexpected blooming could be the result of a series of
typhoons. : この “could” は、推量・可能性を表す。 e.g. Knowledge of

LCT 6

Chinese could be a plus in this job.（中国語の知識はこの仕事をする上で
有利でしょう）

LCT 7
LCT 8

a series of = 一連の。 e.g. conduct a series of experiments（一連の実
験を行う）
Para.3

Somei-yoshino cherry trees develop their buds in the summer, :
develop = 発達させる、発達する。 e.g. Birds have developed beaks

LCT 9

instead of having teeth.（鳥は歯を持つ代わりにくちばしを発達させた）

LCT 10

a hormone released by the leaves stops the buds from growing. :
stop + A + from + doing = A が～するのを阻止する。 e.g. stop illegal
drugs from entering the country
（違法な麻薬が国に入ってくるのを阻止する）

LCT 11

The recent typhoons brought strong winds and seawater that
「最近の
forced the trees to drop their leaves. : この文は直訳すると、

LCT 12
WrT 1
WrT 2

6

A weather forecasting company says ... : 民間の気象情報会社「ウェ

台風が、
（桜の）木を落葉させた強風と海水をもたらした」となる。
Para.4

the lack of the hormone, along with unusually warm weather,
could have ... : along with = ～に加えて、～と一緒に。 e.g. She carried
a camera with her along with food and water.（彼女は食料や水と一緒に
カメラも持って行った）
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the lack of the hormone ... could have encouraged the buds to
bloom. :［主語 + could have done］は、ここでは過去の事柄に対する
推量（…だったかもしれない）を表す。 e.g. His illness could have been
produced by overwork.（彼の病気は過労によるものだったかもしれない）
encourage + A + to do = A が～するのを促がす、促進する。 e.g. Warmth
and rain encourage the grass to grow.
（温かさと雨は草が成長するのを促進する）
Para.5

the rare flowering isn’t expected to affect the blossoms next
spring. : be expected to do = ～するだろう。 e.g. Striped shirts are
expected to come back next year.（来年ストライプのシャツが再び流行す
るだろう）

かが

春に咲くソメイヨシノは、夏に花のもととなる「花芽」が作られるが、葉から成長を抑制す
る植物ホルモンが送られるため、気温が高くても咲くことはないという。しかし、今年は台
風 21号（9 月初旬）や 24 号（9 月末）による暴風や塩害で多くの葉が落ちたり枯れたり
したため、このホルモンが働かなくなり、さらにその後、気温の高い日が続いたことから、
季節はずれの開花につながったのではないかと専門家はみている。
「このような例は過去
にもあったが、これほどの規模のものは記憶にない」とある樹木医は述べている。
「塩害」は、台風の接近で海側から陸側に向かって風が吹き、高波による海水のしぶき
が強風で巻き上げられた場合などに発生する。風の強さによっては内陸部まで海水が運
ばれることもあるという。葉などに付着した海水は、その後雨が降れば流されるが、今回
は台風が通過した後の雨量が少なく、各地で真夏日を記録するなど気温が上昇したため、
海水の塩分が残って塩害を拡大させた可能性があるとのこと。
葉の薄い落葉樹が特に影響を受けやすく、葉の表面に塩水が付着すると、葉が脱水症
状を起こし枯れてしまうという。塩害の影響は桜の他、秋の紅葉シーズンを前にしたイチョ
ウやモミジなどにも見られ、葉の一部が茶色く変色して枯れるなどの異変が、神奈川県鎌
倉市の「若宮大路」
、千葉市美浜区の幕張海浜公園、また沿岸から7 キロ離れた東京渋
谷区のイチョウの街路樹など、全国各地で確認されている。
（CI）
※ 塩害は、塩分を多く含む潮風にさらされたり、あるいは干ばつや灌漑により耕作地の
塩分濃度が上昇する場合などにも発生する。
月刊LCT 2019年16号
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五十路の坂、白い雲
フリーランス通訳者・翻訳者

飯竹 恒一

4 カギカッコをめぐる冒険
東京の旧築地市場に隣接する場外市場

人の心を深くとらえて離さないことがあ

と呼ばれる界隈は、庶民的な店構えの寿司

る。新聞記者時代、カギカッコに入れるそ

屋が軒を並べる。市場移転で客足は遠退

うした「決めの一言」を引き出そうと、あ

いた印象だが、根強い人気もある。そこで

の手この手で質問を重ねたものだが、本

以前、英国のご家族一行を通訳ガイドとし

音を吐露する瞬間は案外、突然やって来

て案内したことがある。

るようにも思う。

「寿司屋の評価はその店の卵焼きで決ま
ると言われます」
そうマダムに説明しながら、行きつけの
店にお連れし、リーズナブルな寿司セット

昨年のカンヌ国際映画祭でパルムドール
を受賞した「万引き家族」の是枝裕和監督
は授賞式の壇上でマイクを向けられ、
「うわっ、ちょっとさすがに足が震えてい

を注文した。やがてひと通りのネタの握り

ます」

が並ぶ皿がテーブルに運ばれた。笑顔のマ

と言った。喜びや驚きを抑制されたトーン

ダムはさっそく、不慣れな箸づかいで卵焼

で表現したこのフレーズに、多くの記者が

きを口に運んだ。笑顔がいっそう弾む、と

好感を持ったのだろう。授賞式を報じる日

思った瞬間、予期しない言葉を聞いた。

本メディアの多くが、この発言を見出しに

“Oh, it’s cold!”

取っていた。

マダムはそう言うと箸を置き、とたんに

監督はこのあと、
「対立している人と人

不機嫌になった。
「寿司ネタは冷たいのが

を隔てる世界と世界を、映画がつなぐ力を

普通です」と説明しても無駄だった。ご主

持つのではないかと想像します」などと話

人やお子様たちも食が進まなくなり、場が

した。示唆に富む発言ではあるが、壇上

すっかり白けてしまったまま、店を出た。

で膝がガクガクしている自分を率直に表現

マダムの強烈な一言は、今も私の記憶に
鮮明に刻み込まれている。

した一言の方が、説得力があった。
ところで、後日、記者時代の先輩に、
「さ
すがに足が震えています」をどう訳すのか、
と尋ねられた。通常、
「さすがに」は “even”

口をついて出た単純明快なフレーズが、

64
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で表現される。寿司好きの人でも、寿司

― 連載コラム ―
ばかり食べていれば、
「さすがに飽きてく

短編も多く訳している。その一つが、米

る」
。これなら、

国の小説家F・スコット・フィッツジェラ

“Even I have become tired.”
となるが、是枝監督の発言にはそぐわな

ルド（1896～1940）の “Three Hours
Between Planes”だ。主人公の男性が、

い。先輩に明快な回答ができないまま、可

好きだった幼なじみの女性と再会する設定

能性を探った。まず、その時に報道された

で、村上さんは「失われた三時間」
（中公文

英文ニュースに、
“My legs are shaking.”

庫「マイ・ロスト・シティー」より）
と題して翻
訳した。この中で、今では家庭を持つ女性の

という表現が見つかったが、
「さすがに」

父親がかつて、子ども時代の男性について、

が反映されていない。ネット検索で、
「さ

「あの子には脳味噌がある」

すがに疲れました」の訳として、

と言っていたという思い出話が出てくる。

“It's no secret that I'm tired.”

男性の心をくすぐるこの一言が、妙に私の

を見つけたが、やはりしっくりこなかった。

感性をとらえた。村上さんのことだ。きっ

結局、日本語が堪能な通訳の米国人に尋

と巧みに英語の背景を読み取った訳なの

ねると、

だろうと思いきや、原書にあったのは

“Yes, I’m shaking at the knees.”
が返ってきた。
「さすがに」に呼応するの
が “yes” だというのは新しい発見だった。

"That boy has a brain.”
だった。やや拍子抜けしたが、“brain” と
いう言葉の端的な力を、最大限に引き出す
ことを狙った訳語だと理解した。ちなみに、
新潮文庫「フィツジェラルド短編集 野崎

作家の村上春樹さんは、20代の頃に
「羊をめぐる冒険」を読んで以来のファンだ。
村上さんは翻訳も手がけ、キラリと光る

孝訳」には、
「あの子には頭がある」とある。
カギカッコをめぐる冒険の醍醐味は尽き
ない。

いいたけ・こういち 新聞
社でパリ勤 務など国 際 報 道
に携わり、英字版の取材記者
やデスクも務めた。東京に加
え、岡山、秋田、長野、滋賀で
も勤務。その経験を早期退職
後、通訳や翻訳に生かし、通
訳案内士（英語・フランス語）
としても活動中。
東京・築地の場外市場にて（撮影・飯竹恒一）
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Writing Training 1

ニュースを英文にしてみましょう

LCT 1

日本の年号 (era name) は、天皇が皇位 (throne) を継承した 1989 年に昭
和から平成に変わった。

2.

大迫傑は、2017 年にマラソン走者としてデビューしたシカゴマラソンで 2 時
間 5 分 50 秒の日本新記録を作った。

LCT 2

1.

LCT 3
おおさこ すぐる

LCT 4
LCT 5
LCT 6
LCT 7

3. 液状化 (soil liquefaction) が、札幌のいくつかの場所で道路が陥没し家屋
が倒壊した理由であった。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

4. ドライブレコーダーの映像は、どのようにその元少女グループのアイドルが飲酒運転 (driving
under the influence of alcohol) 中にひき逃げ(hit-and run) 事故を起こしたかを示していた。

LCT 11
LCT 12

5. 私たちは早朝公園を散歩するときはいつも、鳥の美しいさえずりを聞いて楽しむ。

WrT 1
WrT 2
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※ 参考の訳文は 72 ページ

初級

6.

外国人を含む多くの人が訪れた築地市場は 10 月 6 日にその 83 年の歴史を
閉じた。

7.

彼女が大好きなそのフィギュアスケーターは、4 年の休養 (absence) の後競
技に戻ってきた。

8. ビル・ゲイツ (Bill Gates) が一緒にマイクロソフトを設立した男性が 65 歳で
亡くなった。

9.

新潮社は、性的マイノリティに関する記事を巡る人々の批判を受けて、その定評
のある (renowned) 刊行物「新潮 45」を休刊する (suspend) ことを決定した。

10. その教団教祖 (cult founder) は東京地下鉄サリン事件などの凶悪 (heinous)
犯罪を犯した本当の理由を語ることなく処刑された (be executed)。

月刊LCT 2019年16号
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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
WrT 1
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作った英文と較べてみましょう。

1. Japan’s era name changed from Showa to Heisei in 1989 when the
Emperor succeeded to the Imperial throne.
2. Suguru Osako has set a new Japanese record of 2 hours, 5 minutes,
50 seconds at the Chicago Marathon where he made his debut as a
marathon runner in 2017.
3. Soil liquefaction was (the reason) why roads sank in and houses fell
down in some areas in Sapporo.
4. Images on a drive recorder showed how the ex-girl group idol caused
the hit-and-run accident while driving under the influence of alcohol.
5. Whenever we walk in a park early in the morning, we enjoy hearing
birds singing beautifully.
6. The Tsukiji fish market (which) many people including foreigners had
visited ended its 83-year history on October 6th.
7. The figure skater (whom) she loved so much has returned to
competition after a four-year absence.
8. The man (whom) Bill Gates founded Microsoft with has died at the
age of 65.
9. Shinchosha has decided to suspend Shincho 45, (which is) its
renowned publication, following public criticism over its articles on
sexual minorities.
10. The cult founder was executed without telling the actual reason (why)
he committed the Tokyo subway sarin attack and other heinous crimes.

LCT Monthly vol.16, April 2019

今号の表紙 「Poisson d'avril」

4月1日はエイプリルフール。日本語ではその
まま直訳で「四月馬鹿」ですが、フランス語
ではPoisson d'avril（プワソン・ダヴリル。
意味は4月の魚）と呼ばれています。
その起源にはいろいろな説がありますが、16
世紀に新しい暦を採用したことで、それまで
4月1日だったお正月が1月1日になり、混乱し
て新年の日付を間違える人が続出。そこか
ら、あえて間違った新年（4月1日）にジョーク
で贈り物をする習慣が生まれたのだとか。

現代のプワソン・ダヴリルは、同僚や友だち
同士でたわいもない嘘をつき合ったりするの
は日本と同じですが、このとき「ほら、ひっか
かった！」というような意味合いで、“Poisson
d'avril”と叫びます。また子どもたちは、紙に描
いた魚をこっそり誰かの背中に貼っていたず
らをするというのがお決まりです。
今、インターネット上のフェイクニュースが
とかく問題視されていますが、それとは別
に、嘘と分かった上でそれを軽いジョークと
して楽しんでしま
えるような心の
ゆとり、もちたい
ものですね。

また、当時は新年のプレゼントといえば食べ
物を贈るのが常で、4月はキリスト教で肉を
食べられない月だったため、魚を贈る習慣と
なったとも言われています。
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