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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) 11 本と、ライティングドリル Writing
Training 30 題が掲載されています。11 本の LCT は 1 から 11 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 ～ 11

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/18/18allmp3.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

Takanoiwa Retired From Sumo

LCT 1

◉ 音声データ

Word Test

◉ Word Test

LCT 2

1. retire
2. responsibility
3. association
4. accept
5. competition

LCT 3
LCT 4

◉ Listening Comprehension Test

LCT 5

1. A Mongolian sumo wrestler has retired from the sport to take
responsibility for hitting a younger wrestler.

LCT 6

2. The Japan Sumo Association accepted Takanoiwa’s resignation

LCT 7

on Friday. The top-ranked wrestler admitted that he had hit
a junior wrestler in the face in a hotel room during the winter

LCT 8

tour in Fukuoka, southwestern Japan.

LCT 9

3. During the autumn tour of 2017, Takanoiwa himself was
beaten by then Yokozuna grand champion, Harumafuji. He

LCT 10

was hospitalized and missed two tournaments. He returned to
competition in March.

LCT 11

4. The association issued a declaration to get rid of violence
completely in October.
◉ 音声データ

WrT 1

LCT

5. The director of the association says the latest
incident was very regrettable and that they
will do their best to prevent such violence

WrT 2

4

6. declaration
7. completely
8. latest
9. incident
10. occur

from occurring again.
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貴ノ岩、現役を引退

1. 引退する、退職する
2. 責任
3. 協会、連合
4. 引き受ける
5. 競争

C 1 初級

6. 宣言
7. 完璧に、完全に
8. 最新の
9. 事件
10.（事件等が）起きる、発生する

1. モンゴル人力士が若い力士を殴ったことの責任をとり、現役を引退した。
2. 日本相撲協会は金曜日（12 月 7 日）、貴ノ岩の辞表を受理した。その幕
内力士は、福岡での冬巡業中にホテルの部屋で若い力士の顔を殴ったこ
とを認めた。

3. 2017 年の秋巡業中、貴ノ岩自身が、当時の横綱の日馬富士に殴られた。
貴ノ岩は入院し、2 場所を休場し、3 月に試合に復帰した。

4. 協会は 10 月に、暴力を完全になくすための宣言を発表した。
5. 日本相撲協会の理事は、今回の事件は大変残念であり、このような暴力
が再び起こらないように全力を尽くすと述べている。
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

LCT 2

A Mongolian sumo wrestler … responsibility for hitting a younger
たかのいわ よしもり
wrestler. : 貴ノ岩義司。本名アディヤ・バーサンドルジ。1990 年生まれ。
モンゴル・ウランバートル出身。鳥取城北高に相撲留学後、2008 年に貴
乃花部屋に入門し、2009 年 1 月の初場所で初土俵を踏んだ。2012 年名

LCT 3

古屋場所で新十両となり、貴乃花親方が育てた初の関取となった。2018
年 9 月の秋場所後に貴乃花親方が日本相撲協会を退職したことにより、

LCT 4

千賀ノ浦部屋へ移籍した。最高位は前頭 2 枚目。通算成績は 371 勝 303
敗 44 休で、
幕内成績は 140 勝 157 敗 18 休。殊勲賞、
敢闘賞を各１度受賞。
take responsibility for ~ = ～ の 責 任 を 取 る。 e.g. You must take

LCT 5

responsibility for your action.（あなたは自分の行動に責任を持たなけれ
ばいけない）

LCT 6

Para.2

LCT 7

The Japan Sumo Association accepted Takanoiwa’s resignation on
Friday. : 貴ノ岩関は 7 日、師匠の千賀ノ浦親方（元小結・隆三杉）と共に、
両国国技館を訪れ、八角理事長（元横綱・北勝海）に引退の意向を伝え、

LCT 8

理事長も了承した。

LCT 9

The top-ranked wrestler admitted … in Fukuoka, southwestern
Japan. : 貴ノ岩は、冬巡業のために宿泊していた福岡県行橋市のホテル
の部屋で、飲まなければならない風邪薬を 23 歳の付け人が忘れ、言い訳

LCT 10

をしたことにかっとなり、頬を平手や拳で数回殴ったことを認め、冬巡業
を途中休場していた。相撲協会の調査を経て、6 日に引退を決意して師匠
に伝えた。引退の記者会見で、千賀ノ浦親方は、
「暴力という形で引退し

LCT 11

たのは本当に残念。まだ 4、5 年は取れると思っていた」と涙ぐみながら
無念さをにじませた。貴ノ岩は、
「相撲をやりたい気持ちは今でもあります
けど、引退して責任を取らなければいけない気持ちの方が強い。迷いはな
い」と沈痛な面持ちで話した。

WrT 1
WrT 2

6

Para.3

During the autumn tour of 2017, … Yokozuna grand champion,
Harumafuji. : 貴乃花部屋に属していた貴ノ岩は、2017 年秋巡業中、鳥
取市内の飲食店で元横綱・日馬富士にカラオケのリモコンなどで殴られ、
頭部に怪我をして入院した。日馬富士は傷害の罪で略式起訴され、鳥取
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LCT 1 : Takanoiwa Retired From Sumo

簡易裁判所から罰金 50 万円の略式命令を受けた。日馬富士は責任を取
る形で 11 月に引退し、現場に同席していた白鵬・鶴竜の横綱 2 人も処分
を受けた。

He returned to competition in March. : 貴ノ岩は、2017 年九州場所と
2018 年の初場所を全休し、2018 年の春場所に十両で復帰していた。

Para.4

The association issued a declaration … violence completely in
October. : 相撲協会は 2018 年 10 月、第三者による検討委員会からの
再発防止に向けた提言を受け、
「大相撲においては、指導名目その他、い
かなる目的のいかなる暴力も許さない」などとして暴力との決別を宣言し、
親方や力士に対する研修を強化することなど再発防止策を発表していた。
get rid of ~ = ～を取り除く。 e.g. Bob tried to get rid of cockroaches in
the kitchen.（ボブは台所のゴキブリを駆除しようと試みた）

Para.5

The director of the association says … from occurring again. : 相撲
協会の芝田山広報部長（元横綱・大乃国）は、暴力との決別を宣言しな
がらも起きてしまった不祥事について、
「残念極まりない。これからも、研
修に研修を重ね、早急に（事件の概要を）協会員に伝え、再発防止に努
めていきたい」と話した。
do oneʼs best = 最 善 を 尽くす。 e.g. Mary did her best to help her
mother.（メアリーは彼女の母を手助けするために最善を尽くした）
prevent A from ~ing = A が ～ す る の を 妨 げ る。 e.g. Bad weather
prevented Tom from arriving on time.（悪天候のためにトムは定刻に到着
できなかった）

元幕内貴ノ岩の断髪式が 2019 年 2 月 2 日に東京・国技館の土俵上で行われること
が 12 月 15 日分かった。師匠だった千賀ノ浦親方が明らかにした。断髪式には、貴
ノ岩の前師匠の元貴乃花親方の花田光司氏も招待する予定とのこと。
（YK）
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?
s
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t
is

Detective Quiz
profiling

019

No.

誰もが知っているこの人物は誰でしょう？

American pilot Xxxxxxx Xxxxxxxxx was
the first person to successfully fly nonstop across the Atlantic. The 25-yearold pilot had to fly the propeller plane
without a co-pilot to cut the weight of
the plane with a full tank of gas. He
also had to fight sleep. His plane, “ the
Spirit of St. Louis ” took 33 and a half
hours to fly from New York to Paris. The day
of the historic success was May 20th in 1927,
24 years after the invention of the airplane
by the Wright brothers. The US government
awarded the Medal of Honor to Xxxxxxxxx.
His book, “ the Spirit of St. Louis ”, received
the Pulitzer Prize. The national hero died in
1974 at the age of 72.

日本では
「翼よ！あれがパリの
灯だ」
でよく知られているあ
の冒険者だ。
しかしこのフレーズ、
説明にも出て
くる彼の 伝記 本（と、
それを元に
した映画）
“the Spirit of St. Lo
uis”
に、後から付けられた
邦題で、彼
が実際にそう言ったわ
けではない
らしい。パリに着いた
とき彼が言っ
たのは「誰か英語を話
せる人はい
ませんか？」だったと
か。

アメリカ合衆国の飛行士、■■ー■■・■■■■ー■は、飛行機で大西洋横断の無着陸
飛行に初めて成功した人である。この 25 歳の飛行士は、満タンのガソリンを積んだ飛
行機の重さを減らすために、副操縦士なしでこのプロペラ機を飛ばせざるをえなかった。
すいま
彼はまた、時々睡魔とたたかわねばならなかった。彼の飛行機、“ ザ・スピリット・オブ・
セントルイス号 ” は、ニューヨークとパリの距離を飛ぶのに 33 時間 30 分かかった。歴
史的成功の日は1927 年５月20 日、
ライト兄弟が動力飛行機を発明してから24 年後だっ
た。アメリカ政府は■■■■ー■に国民栄誉賞を贈った。彼の書いた本「ザ・スピリッ
ト・オブ・セントルイス」はピュリッツアー賞を受けた。この国民的ヒーローは 1974 年
72 歳で死去した。
（答えは 53 ページ）
月刊LCT 2019年18号
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Writing Training 1

ニュースを英文にしてみましょう

中級

LCT 1

11. 日産のカルロス・ゴーン (Carlos Ghosn) 元会長は彼の俸給を低く報告し
(under-report) たことで非難された。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

12. その北海道の町の住民は月曜の朝、周辺の外気が「ダイアモンドダスト」
(“diamond dust”) で満ちているのを見た。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

13. 青森県のリンゴ栽培農家 (grower) は、非常に多くの果実 (fruit) を盗まれた。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

14. 東京に新しく建てられたそのホテルには車いすの客のためのバリアフリーの
(barrier-free) 部屋がある。

LCT 11

15. 埼玉スタジアムでサポーターたちに応援されて、浦和レッズ (Urawa Reds) はベガル
WrT 1

タ仙台 (Vegalta Sendai) を打ち負かし彼等にとって 7 度目の天皇杯を勝ち取った。

WrT 2

68
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Writing Training 2

※ 参考の訳文は 71 ページ

初級

16. 高血圧を予防するのに大切なことの一つは、毎日スプーン一杯の “ アマニ ”
油か “ エゴマ ” 油を摂ることだ。

17. 海上保安庁 (the Japan Coast Guard) によると、2017 年、北朝鮮かららし
い総計 104 隻の漁船が日本の沿岸に漂着したという。

18. 山登りを楽しむには、特に冬には、慎重な準備が必要だ。

19. 盲目であるにもかかわらずピアニストとして有名になった辻井伸行は、国内
外で積極的に演奏している。

20. 専門家は、日本の各地で地滑りが起きる危険が高まっていると言っている。

月刊LCT 2019年18号
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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。
Writing
Training 2 英文例文
初級

11. Former Nissan chairman Carlos Ghosn has been accused of underreporting his pay.
12. Residents in the Hokkaido town saw the surrounding air filled with
“diamond dust” on Monday morning.
13. Apple growers in Aomori Prefecture had a great many of their fruits
stolen.
14. The newly-built hotel in Tokyo has barrier-free rooms for wheelchair
users.
15. Cheered by their supporters at Saitama Stadium, Urawa Reds won
their seventh Emperor’s Cup by defeating Vegalta Sendai.
16. One of the keys to preventing high blood pressure is taking a spoonful
of “amani” oil or “egoma” oil every day.
17. The Japan Coast Guard says a total of 104 fishing boats likely from
North Korea washed up on Japanese shores in 2017.
18. Careful preparation is necessary to enjoy climbing a mountain,
particularly in winter.
19. Nobuyuki Tsujii, who became famous as a pianist despite being blind,
is performing actively at home and abroad.
20. Experts say there’s a growing danger of landslides occurring in
various parts of Japan.
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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 あじさいの花と萼

6月になりました。梅雨の季節です。一般に
日本には四季があると言われますが、気候
学的には、春夏秋冬に梅雨と秋雨を加えた
六つの季節という考え方もあるそうです。
春が終わり、夏が始まるまでの数週間、し
としとと降り続く雨が私たちの心を潤してく
れます。そしてこの時季、そこここで風景に
彩りを添えてくれるのがあじさいです。
あじさいの紫色は色素アントシアニンによ
るもので、これに補助色素と土中のアルミ
ニウムのイオンが加わって青い色になりま
す。土の酸性度（ph)が高いとアルミニウム
が多く溶け出して青っぽい色に、逆に低い
と赤っぽい色になるのだとか。

また、「花」の色が変化するのもあじさいの
特徴です。最初は葉緑素によって薄い黄緑
色をしていますが、葉緑素が分解され、青
色の色素が合成されると紫色が濃くなりま
す。そして最後は、有機酸が蓄積されるこ
とにより「老化」がはじまり、土の酸性度に
は関係なく赤みを帯びます。
ちなみに、私たちが
「花」と呼んでいる花
びらのように見えるも
のは実は萼（がく）。
その中にある小さい
ポチッとしたところが
花なんですって！！

がく

花
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