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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/17/17allmp3.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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Hiroshima Provides Free Breakfasts to Elementary School Children

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. local
2. provide
3. dozens of
4. gather
5. various

6. improve
7. offer
8. prepare
9. prove
10. performance

◉ Listening Comprehension Test

1. A local government has started a program to provide free
breakfast to elementary school children.
2. At a model school in Hiroshima Prefecture, dozens of students
gathered to eat breakfast on Wednesday before beginning their
studies for the day.
3. Prefectural officials say they developed the program as they
found a growing number of children were skipping breakfast
for various reasons. They say they hope the project will
make children feel ready for the day and lead to improved
concentration during class.
4. Breakfast will be offered once a week to all children who
apply. Neighborhood volunteers prepare easy-to-eat meals
such as cereal, bread and vegetable juice using food donated by
companies who have partnered with the government.
◉ 音声データ

LCT

WrT 2

4

◉ Word Test
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5. A study proves that students who eat breakfast
have better academic performance than those
who don’t. The prefecture plans to expand
the program to other elementary schools.

広島県が小学生に朝食を無償提供

1. 地方の、現地の
2. 供給する
3. 多数の
4. 集める、集まる
5. いろいろな

C 1 初級

6. 改善する
7. 提供する、申し出る
8. 準備する、覚悟する
9. ～と判明する、承認する
10. 実行、上演、演技

1. ある地方自治体が、小学生に朝食を無償で提供する事業を始めた。
2. 広島県内のモデル校で水曜日（11 月 14 日）、数十人の児童が集まって授
業の前に朝食を食べた。

3. 県職員は、さまざまな理由により朝食を食べない児童が増えていることが
分かったためこの事業を開発したと言っている。職員は、この事業で子
供たちが一日を始める準備ができたと感じ、授業中の集中力の向上につ
ながることを期待したいと述べている。

4. 朝食は週 1 回、申請するすべての児童に提供される。近隣のボランティ
アの人たちが県と提携している企業から寄付された食料を使い、シリア
ル、パン、野菜ジュースといった食べやすい食事を用意する。

5. ある調査では、朝食を食べる生徒は食べない生徒よりも学力が高いこと
が分かった。県は、他の小学校にもこの事業を広げる計画だ。
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.2

はつかいち

あじなだい ひがし

の提供事業を始めたのは、廿日市市の阿品台 東 小学校である。

LCT 2

dozens of students gathered to eat breakfast on Wednesday … :
14 日朝は、全校児童およそ 260 人のうち 45 人が授業の前に学校の敷地

LCT 3

内にある児童館で朝食を食べた。
dozens of ~ = 数十の、多数の（dozen は 12 個、ダースの意味）
。 e.g.

LCT 4
LCT 5

Iʼve been there dozens of times.（私は何十回もそこへ行ったことがある）

Para.3

Prefectural officials say they developed the program as they found … :
文部科学省の 2018 年度の全国学力・学習状況調査（学力テスト）によると、

LCT 6

広島県内の小学 6 年生のうち朝食を「あまり食べていない」
「全く食べてい
ない」とした児童の割合は 5.0 パーセントで、2013 年度と比べて 2.0 ポイン
ト増え、増加傾向にあることがわかった。また広島県が 2017 年、小中学生

LCT 7

がいる世帯を対象に行った調査から、朝食を食べない児童は家庭の経済状
況などに関わらず一定数いることがわかった。県では、共働き世帯の増加

LCT 8

や核家族化の進行がこうした状況の一因であると分析し、今回の事業では
世帯を限定せず、希望するすべての世帯の児童に朝食を提供することにした。

LCT 9

a growing number of children were … : a growing number of ~ は
「ますます多くの～」
。
「～が増えている」と訳されることも多い。 e.g. A

LCT 10

growing number of young people are moving to the cities.（都会に出る
若者が増えている）

LCT 11

the project will make children feel ready for … : make + A + do ~ =
A に～させる。 e.g. Ring the bell to make the bus stop.（バスを停車させ

LCT 12
WrT 1
WrT 2

6

At a model school in Hiroshima Prefecture, … : 広島県が無償の朝食

るには、ベルを鳴らしてください）

Para.4

Breakfast will be offered once a week to all children … : 朝食が提
供されるのは毎週水曜日、授業が始まる前の午前 7 時 40 分から 8 時 5
分まで 25 分間。阿品台東小学校で下校の見守りや学習支援をしている地
域住民の人たちにボランティアで担ってもらう。食材は日持ちのするものを
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LCT 1 : Hiroshima Provides Free Breakfasts to Elementary School Children

中心に、
県内外の食品会社、
スーパーなどから無償で提供してもらう。また、
事前に提供する食材を示してアレルギーの問題がないか、保護者に確認し
てもらうことになっている。

using food donated by companies … : using ~ は付帯状況を表す分
詞構文。 e.g. She went through the drawers looking for the shirt.（彼
女は引き出しの中を調べてシャツを探した）

Para.5

A study proves that students who eat breakfast have better
academic … : 学力テストから、朝食を「毎日食べている」と回答した小
学 6 年生の平均正答率は、
「全く食べていない」と答えた児童より 20 ポイ
ントほど高いことがわかった。一方で、全国的に見ても朝食を毎日食べる
児童は減少傾向にあり、2018 年度は 84.8 パーセントだった。

広島県によると、都道府県がこのような事業を主導するのは全国で初めてだという。
県の 2018 年度の関連事業費はおよそ 4000 万円である。実施場所は原則学校の敷
地内とし、阿品台東小では今回、県からの補助金およそ 260 万円で児童館に冷蔵庫
や保管庫、給湯器を整備した。
県は事業を継続していきたい考えだが、ボランティアや食材を無償で提供してくれる
企業の確保など、多くの課題があるという。県の子供未来戦略担当者は「試行錯誤
しながらどうすれば継続できるか考えていきたい」と話している。
（KW）
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第 17 回

茅ヶ崎方式
クロニクル

学校教育の英語と茅ヶ崎方式 ― 対策編（4）

教科書は英語の聞き方を教えてくれない
有限会社 茅ヶ崎方式英語会
代表 大美賀 廣芳

文科省検定教科書を使わなければならないとしたら、英語の授業で四技能育成は難
しいと思います。絶対的に不足しているのは、英語の聞き方に関する指導です。リ
スニング（聴き取り）練習の重要性については繰り返しご説明してきましたが、実
は英語の聞き方にもいくつかのコツがあります。今日は、私がそのことに大きく気
付かされた出来事についてお話ししましょう。
ウィスラーは、カナダのブリティッシュコロンビア州西部のリゾート都市です。バ

ンクーバーから北へ125kmの地点に位置します。1998年の夏、そのウィスラーの

The Westin Resortという高級ホテルで役員会を開催しました。役員会は、通常、テ

キサス・ヒューストンのホテルで行われますが、この年は酷暑の夏であったため、
日本からの役員を気遣ってリゾート地のホテルでの開催となったのです。提案した
のは、アメリカ人の新社長Smithさんでした。Smithさんを日本人役員に格調高く
紹介するのが、ここウィスラーのホテルで役員会を開いたもう一つの目的です。

バンクーバーで役員を出迎え、黒のリムジンを3台ほど仕立ててウィスラーのホテ

ルに乗り込みました。役員の皆さんには、ホテル回りで一休みしていただいた後、
夕方、ホテルの大広間中央の大きなダイニングテーブルでWelcome Dinnerが始

まりました。旅の疲れと興奮でホテルの称賛にざわつく来客を鎮めて、いよいよ
新社長のあいさつです。挨拶は、Smithさんの希望もあり、日本語ですることに

なっており、2週間ほど前から練習を重ねていました。簡単な自己紹介とWelcome

messageです。「わたしはSmith *****です。ウィスラーへようこそ。みなさまにお

あいできてこうえいです」と切り出し、後は英語で …… 、の予定でした。

ところが、この日本語の挨拶が失敗でした。Smithさんはいつになく小声になり、
折角の日本語も、日本人役員には、英語の挨拶としか聞こえなかったようです。

Smithさんの挨拶を受けて、本社社長が通訳を介してお礼の挨拶をしましたが、こ

ちらは冒頭の英語が日本人には聞きやすかったのでしょう、笑いを誘うスピーチと
なりました。その後、食事が運ばれてきてWelcome Dinnerは和やかに進み、役員
会は上々の滑り出しで、そのまま2日間の役員会は成功裏に進行したのでした。

さて、ウィスラーでの役員会を無事終えて、暑さのヒューストンへ戻り、クーラー
66
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がうなる社長室で反省会を行いまし
た。「日本語の挨拶、上手くいかな

How much is this?

ハウマッチイズディス

かったね」と切り出すと、待ってま
したとばかり、次のように話してく
れました。

Pardon?
How much is this?

ハマチです

「ロイ、俺はアクセントなしには発

Ten dollors.

声できないことに気付いたよ。日本
人のようにフラットには話せない」
私の教え方が悪かったとお詫びしま

I ll buy it.

アイルバイイト

した。それまで、ネイティヴはアク
セントを置かないとしゃべれないな
んて知らなかったのです。同時に、
アクセントの無い日本人の英語はさ

What?
I ll buy it.

アルバイト

Thank

you!

研修中

ぞ聞きづらかっただろうとつくづく

Thank you.

申し訳なく思いました。そして、こ
のことに気付いてからは、英語を単
語でなくアクセントに注意してリズムで聴くようにしました。
すると、今までよりも英語が聴き取りやすくなりました。また、外国人に日本人名
や都市名などを独特なアクセントで話されても違和感なく聞き取れるようになり、
自分自身もアクセントを置いて話せるようになりました。こうして、ようやくリズム
で話せそうになった時、帰国が告げられました。
帰国後はあっという間に懐かしいフラットな日本語発声に戻ってしまいました。英
語は使わなければだめですね。今では、ネイティヴがカタカナ英語を理解してく
れることに甘えて、言葉少なに大声で英語を話しているのです。Smithさんと同様

に、あまり意識しすぎると声が出なくなるのです。

英語リスニングはリズムとイントネーションを優先して聴くのが得策です。
自然、単語でなく、Chunkで意味を取れるようになります。
茅ヶ崎方式英語ブックライブラリー ▶ ▶ ▶

※ 本誌、および茅ヶ崎方式の教本は、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。
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Writing Training 2

中級

ニュースを英文にしてみましょう

※ 参考の訳文は 75 ページ

1. 2018 年上期の日本の経常収支の黒字は年率で 2 パーセント増えた。

2. 中国政府は、600 億ドル相当のアメリカ製品に関税をかけてアメリカ政府に
対して報復措置を取った。

3. 日本は、40 年間供与してきた中国への政府開発援助を終了させることを決
めた。

4. 安倍首相とドイツのメルケル (Angela Merkel) 首相は、世界の自由貿易を促
進するため協調した行動をとることで合意した。

5. 世界銀行の担当者は、貧困をなくす (eliminate) ためもっと途上国に投資を
するように日本企業に強く求めた。
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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. イエメン (Yemen) では、通貨の急速な下落が食料や燃料の価格の急上昇
を引き起こすきっかけとなった。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

7. 或る日本の大手酒造メーカーは、コメを基にしたこのアルコール飲料 (alcohol)
の高まる世界的人気をあてこんで海外市場での販売を増やそうとしている。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

8. 国連安保理事会は、コンゴ (Congo) 内のすべての武装集団に対して、エボラ出血熱

(Ebola) の発生と戦う(combat) ため、
直ちに攻撃を停止するよう求める決議を採択した。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

9. 税関の職員によると、日本へ違法に持ち込まれた 5 本の金の延べ棒 (bar) は台湾
(Taiwan) で日本航空の便に積み込まれた。

LCT 11
LCT 12

10. アメリカ商務省は、日本は自動車の (automotive) 対米貿易黒字を減らすた

WrT 1

め追加の手段を講じるべきだと言った。

WrT 2

72
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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. Japan’s current account surplus in the first half of 2018 increased by
two percent on a yearly basis.
2. Beijing took retaliatory action against Washington, imposing tariffs
on US goods worth 60 billion dollars.
3. Japan has decided to end official development assistance to China,
which it has extended for 40 years.
4. Prime Minister Shinzo Abe and his German counterpart, Angela
Merkel, have agreed to take concerted action in order to promote
global free trade.
5. A World Bank official urged Japanese companies to invest more in
developing countries to help eliminate poverty.
6. In Yemen, the rapid depreciation of its currency has triggered a sharp
rise in the prices of food and fuel.
7. A major Japanese sake maker is seeking to increase sales in overseas
markets, counting on the growing worldwide popularity of the ricebased alcohol.
8. The UN Security Council has adopted a resolution calling for all
armed groups in Congo to immediately end their attacks to combat
the Ebola outbreak.
9. Customs officials say the five gold bars illegally brought into Japan
were taken aboard a Japan Airlines flight in Taiwan.
10. The US Commerce Department said Japan should take additional
steps to reduce its automotive trade surplus with the United States.
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茅ヶ崎方式協力校のご案内
● 東 北 (3)
青森
青森校

017-734-6566

宮城
仙台泉校

chigasakieigo.sendai@gmail.com

山形
山形校

023-635-0292

● 関東 (49)

能見台校

045-367-8611

藤沢駅前校

0467-83-1765

鎌倉校

045-864-7183

小田原校

0465-36-1288

相模原橋本校

042-774-2310

鷺沼駅前校

044-877-1711

千 葉 (12)
浦安校

東 京 (19)

我孫子北校

九段校

080-4460-0094

池袋校
渋谷松涛校

047-355-5061
04-7183-6621

京成津田沼校

【あぜりあ】で検索

03-5992-4110

JR 津田沼校

【あぜりあ】で検索

090-8778-2499

佐倉校

【あぜりあ】で検索

目黒校

03-3788-3343

西船橋北口校

目黒碑文谷校

03-5704-0639

西船橋南口校

恵比寿校

090-9826-0926

千葉英語教室

funabashi990@yahoo.co.jp

武蔵小山校

http://5plus1-eigo.com/

西千葉英語教室

funabashi990@yahoo.co.jp

新宿校

http://alpha-english.jp/

市川妙典校

千歳烏山校

holywhitie@gmail.com

本八幡校

石神井公園校

03-5910-5881

南柏英語教室

中村橋校

03-3825-3572

埼 玉 (3)

十条校

03-3900-7072

さいたま浦和校

048-777-6370

日本橋人形町校

03-3669-5488

さいたま緑校

090-5417-2530

国分寺校

042-321-8713

熊谷校

048-580-5361

八王子南大沢校

042-674-0559

茨 城 (4)

鶴川駅前校

090-6000-8928

つくば校

029-851-5669

久我山校

03-3334-4944

つくば南校

080-5048-3042

西新宿校

03-5339-1810

牛久校

029-873-8743

本郷三丁目校

info@lucky8go.com

鹿嶋校

0299-82-0793

神 奈 川 (10)

info5958@gmail.com
【あぜりあ】で検索

090-8514-8393
【あぜりあ】で検索

080-5462-7830

群馬

茅ヶ崎校

0467-83-1765

日吉校

045-565-1996

横浜関内校

yeschigasaki@gmail.com

川崎幸校

kawasakisaiwai@gmail.com

太田校

090-3043-3529

※ 協力校はそれぞれが独立して開設・運営しており、茅ヶ崎方式英語会が運営するものではありません。

受講希望者はお近くの協力校に直接お問い合わせください
● 中部 (15)
静岡
浜松校

053-449-5341

赤穂校

0791-62-1418

芦屋校

090-1676-5531（木山）

奈良
奈良校

愛 知 (8)

0742-43-0335

名古屋緑校

052-892-1892

● 中 国 ・ 四 国 (11)

名古屋岩塚校

052-419-2580

岡山

名古屋天白校

052-801-4276

岡山校

名古屋栄校

052-253-7863

広 島 (2)

http://miyuki-ac.jp/

名古屋久屋大通校 sjwatanabe@gmail.com

福山校

0849-31-2277

尾張旭校

0561-52-9060

福山北校

0847-51-2623

岡崎安城三河校

080-4302-9375

山 口 (2)

西尾校

chigaganews@yahoo.co.jp

山口校

083-923-7001

萩校

090-7371-3489

岐 阜 (3)
岐阜校

058-232-5992

香 川 (2)

岐阜駅前校

058-263-4378

高松番町校

087-897-3824

可児桜ケ丘校

cedar25-yoko@nifty.com

観音寺校

0875-25-5929

長 野 (2)

愛媛

長野校

026-227-7173

松山校

松本駅前校

0263-33-8115

高知
高知校

富山
高岡校

090-5687-2062

motokontoko@coffee.ocn.ne.jp

088-856-7233

徳 島 (2)

● 関 西 (12)

徳島校

088-642-5054

京 都 (2)

鳴門校

088-685-6812

京都校

075-432-5450

● 九 州 ・ 沖 縄 (6)

京都駅前校

075-352-5014

福 岡 (3)
福岡中央校

info ＠ flschigasaki.com

06-6635-5721

北九州黒崎校

093-883-7353

大阪梅田校

http://www.coco-academy.com/contact/

福岡薬院校

092-231-0269

新大阪校

hummingbirdy1234@gmail.com

佐賀

北千里校

kitasenrieigo@gmail.com

佐賀校

寝屋川校

http://ecos.la.coocan.jp

長崎

大 阪 (5)
大阪難波校

長崎校

兵 庫 (4)
加古川校

079-454-2458

熊本

龍野校

0791-62-1418

熊本校

090-8832-8787

095-844-1775

090-7531-5931
（2019/5/1 現在）

茅ヶ崎方式英語会

http://chigasakieigo.com/

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でき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 四つ葉のクローバー

若葉萌える5月です。1日に新天皇が即位さ
れ、令和の時代がスタートしました。平成の
30年は戦争のない時代でしたが、度重なる自
然災害に苦しんだ時代でもありました。令和
が、その名が示すような和やかなよい時代で
あれという願いを込めて、今月の表紙は四つ
葉のクローバーです。

通常の三つ葉のクローバーは、キリスト教の
三位一体（父なる神と、その子キリストと、聖
霊が、本質は一つであるという教え）を表し
ていて、四つ葉は十字架の形になることか
ら、幸福を招くと言われているのだとか。
なお、和名のシロツメクサ（白詰草）の由来
は、江戸時代にオランダから渡来したガラス
製品に、緩衝材として乾燥させたクローバー
が使われていたことからそう呼ばれるように
なったそうです。

クローバーはつる性のマメ科の植物で、荒れ
た土地でも茎が地面を這うように伸びる姿
は、どこか私たち日本人が本来もつ勤勉さに
も通じるところがあります。ですが、日本の在
来種ではなく、ヨーロッパ原産の帰化植物で
す。帰化植物とは、他所から持ち込まれた植
物がその土地で野生化したものを指します。
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