はじめに
茅ヶ崎方式
クロニクル

第8回

茅ヶ崎方式の文法書
有限会社 茅ヶ崎方式英語会
代表 大美賀 廣芳

「そんな細かな文法を気にしているから、なかなか聴き取れるようになれないのだ。
内容を聴きなさい。
」これは、恩師 高橋義男先生が文法の質問ばかりをする茅ヶ
崎方式・初心者の私をたしなめた言葉です。その後、文法を気にせずに、英文の

Prosody から Chunk と Syntax を捉えることを意識して、只々、沢山の英文ニュー

スを聞いて、単語が分からなくても情報と内容をイメージできるようになりました。
この経験から、一時、
「英文法不要論」を唱和したことがあります。確かに、我々
が日本語を、読み・書き・話し・聞くのに文法を特別に勉強する必要はありません
でした。英語を母国語とする知人も「文法は苦手、文法はわからない。
」とほぼ異
口同音に言います。アメリカ駐在当時、ほんとに英文法は不要と考えていました。
しかし、振り返ると、私は高校まで英文法を学んでいました。その時身に付いた英
文法力が現在の英語でのコミュニケーション力と無関係とは言えません。それで、
「英文法不要論」を経験論的に擁護することができなくなりました。確かに、日本
語習得の経験から、
「英語に囲まれて生活していれば文法を勉強しなくても自然に
英語は身に付く」とは思いますが、
今は、
「文法が不要な訳がない」と言っています。
「文法はわからない」というネイティブ・スピーカーも、実際には適切な文法に則っ
て英語を使っています。ただ、
文法用語がわからなかったり、
文法的説明が面倒だっ
たりして「文法はきらい」なようです。沢山の具体例からそれらに共通する規則を
見つけるのが文法です。従って、具体例は文法に則ったものであるはずです。実
際に使える例文に触れているだけで、文法は自然と身に付いているのです。
多くの文法書には例文がありますが、文法を説明するための例文が多く、実際に使
える例文は少ないように思います。もっと多くの実用例文で英語を使うための文法
を教えられたら良いと考えています。この考えから、茅ヶ崎方式「国際英語教本
文法」の例文はすべて実際のニュースから引用されています。

茅ヶ崎方式英語ブックライブラリー ▶ ▶ ▶

※ 本誌は書店では販売しておりません（一部契約書店を除く）
。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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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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LCT 1

Ichiro Returns to Seattle Mariners

LCT 1

◉ 音声データ
Word Test

LCT 2

Word
Test

LCT 3

1. major
2. return
3. sign
4. field
5. fill
6. lack

7. set
8. record
9. get
10. look forward to
11. join

LCT 4

◉ Listening Comprehension Test

LCT 5

1. Japanese Major League Baseball player Ichiro Suzuki has returned to
the Seattle Mariners after an absence of six seasons.

LCT 6
LCT 7

2. Ichiro signed a one-year contract with the Mariners on Wednesday.
The 44-year-old veteran will start off playing left field to fill a lack of
outfielders.

LCT 8
LCT 9
LCT 10

3. During his 12 years with the Mariners starting in 2001, Ichiro had 2,533
hits, including 262 in 2004 when he set the major-league season record.
He was traded to the New York Yankees in 2012 and then to the Miami
Marlins.

LCT 11

4. Ichiro says he wants to give it everything he has got playing in Seattle.

LCT 12
WrT 1

◉ 音声データ
LCT

WrT 2
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5. Baseball fans in Japan are looking forward to a
showdown between Ichiro and Shohei Ohtani, who
has joined the Los Angeles Angels.

イチロー、シアトル・マリナーズに復帰

Word
Test
ー 訳 ー

1. 主要な、陸軍海軍少佐
2. 帰還(する)、返却（する）、戻す
3. 署名する、調印する、兆候
4. 野原，
分野、
飛行場
5. 満たす
6. 欠ける、欠如

C 1 初級

7. 設定する
8. 記録、記録する、

記録的な
9. 得る
10. ～を待ち望む
11. 結ぶ、一緒になる

◉ 全訳

1. 日本人大リーグ選手の鈴木一朗が 6 シーズンぶりにシアトル・マリナーズに戻っ
てきた。

2. イチローは水曜日（3 月 7 日）、マリナーズと 1 年契約を結んだ。44 歳のベテ
ラン選手は外野手不足を補うために左翼手としてスタートする。

3. 2001 年から 12 年間のマリナーズ在籍期間中、イチローは 2004 年の大リー
グシーズンレコードとなった 262 本を含む 2533 本の安打を記録した。彼は
2012 年にニューヨーク・ヤンキースにトレードされ、その後マイアミ・マーリン
ズに移籍した。

4. イチローはシアトルでプレーして得たすべてをチームに捧げたいと言っている。
5. 日本の野球ファンはイチローとロサンゼルス・エンゼルスに入団した大谷翔平
の対決を楽しみにしている。
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

Ichiro Suzuki : 鈴木一朗。登録名「イチロー」
。1973 年生まれ。愛知県

LCT 2

豊山町出身。高校卒業後 1991 年にドラフト 4 位でオリックス・ブルーウェー
ブに入団。1994 年には打者として驚異的な活躍をみせ、シーズン終了時
の打率は当時の日本プロ野球の歴代 2 位にあたる 3 割 8 分 5 厘。2000

LCT 3

年まで 7 年連続でパシフィックリーグの首位打者となった。2001年シアトル・
マリナーズに入団。日本人野手として初めて大リーグ入りを果たした。同年、

LCT 4

アメリカンリーグの首位打者、盗塁王、新人王、最優秀選手 MVP、ゴール
ドグラブ賞に輝いた。俊足とバットコントロールの巧みさは他の追随を許さ
ず、外野手としても強肩と正確な送球で高く評価された。

LCT 5
LCT 6

Para.2

Ichiro signed a one-year contract with the Mariners on Wednesday. :
1 年契約の年俸は 75 万ドル（約 8 千万円）
。さらに出塁数などの成績に応
じて特別手当が支払われる。マーリンズから FA となったイチローは独自に

LCT 7
LCT 8

練習を続け、大リーグ球団を軸に移籍先を探していたが、交渉はうまく進
んでいなかった。

The 44-year-old veteran will start off playing left field to … : 2 月の
キャンプイン後、マリナーズの野手陣に故障者が続出し手薄になったことか

LCT 9

ら、移籍先を探していたイチローに白羽の矢が立てられた。イチローがぎ
りぎりまで粘ったことと、球団側の都合が合致した。

LCT 10

start off = 動 き 始 め る。 e.g. Letʼs start off doing some warm-up

LCT 11
LCT 12
WrT 1
WrT 2

6

exercises.（ウォームアップ体操から始めよう）

Para.3

Ichiro had 2,533 hits, including 262 in 2004 … : イチローが大リーグ
16 シーズンでたたき出したヒット数は 3080 本。オリックス時代の 9 シー
ズンで 1278 本と比べると、大リーグ、特にマリナーズ時代のヒット数の多
さがわかる。2004 年の大リーグシーズン最多安打 262 本により、1920 年
にジョージ・シスラーが記録した 257 安打を 84 年ぶりに塗り替えた。

He was traded to the New York Yankees in 2012 and then … : 2012
年 7 月のトレード日には、シアトルでマリナーズとヤンキースのダブルヘッダー
があった。イチローは第一試合をマリナーズで、
第二試合をヤンキースで戦い、
LCT Monthly vol.8, August 2018
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ファンを驚かせた。ヤンキースには 3 シーズン半、その後マーリンズに 2 シー
ズン在籍したが、先発出場の機会は少なく、悔しい思いをしたようだ。

Para.4

Ichiro says he wants to give it everything he has got playing in
Seattle. : キャンプ地のアリゾナ州ピオリアで、イチローは「いずれシアトルの
ユニフォームを着てプレーしたい気持ちがあった。とてもハッピーだ」
「メジャー
で続けるという気持ち、これのみだ」
「僕が力になれるのであれば、何でもや
りたい」などと述べた。スコット・サーバイス監督は「イチローはチームの勝
利に貢献してくれるだろう」と語り、大リーグ最年長野手に期待を寄せた。

Para.5

Baseball fans in Japan are looking forward to … : マリナーズとエンゼル
スは共にアメリカンリーグ西地区に属しているので、イチローと大谷翔平の
直接対決の可能性は高い。イチロー自身も大谷との対決を楽しみにしてい
るようだ。
look forward to = ～を楽しみに待つ、期待する。 e.g. We are looking
forward to seeing you.（私たちはお会いするのを楽しみにしています）

大リーグで現役最年長野手のイチローがマリナーズに復帰する。背番号は以前と同じ
「51」
。イチローの野球にかける情熱は変わらず、チームの期待も高いようだ。しかし
必ずしも安泰とは言えない。今回、イチローは野手の不足を補うために急遽選ばれた
が、結果を出さなければ、レギュラー選手が復調したときにプレーの機会が少なくな
る可能性がある。契約金をとってみても、年俸 8 千万円は大リーグ選手の平均年俸
4 億 3 千万円に比べると破格に安い。この現実をメディアは「活躍すればもうけもの、
結果を出せなくても懐は痛くない、という球団のシビアな評価だ」と見ている。
大リーグでは「40 歳」が選手生活の区切りになりつつあるという。ヤンキースのデレ
ク・ジータが 2014 年に、レッドソックスのデビッド・オルティーズが 2016 年に、40
歳で引退した。44 歳のイチローは
「50 歳まで現役を続けたい」
と考えているようだが、
古巣での大リーグ 18 年目は生き残りをかけた年になりそうだ。
（TN）
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◉ 文法コラム

原因・ 理由を表す従属接続詞 because, since, as の違い
因果関係が最も強いのは because（by cause 原因）であり、次に since、as と
なる。 since, as は相手にとってもわかっていると思われる理由を確認する場
合に用いる。 Why ~ ? の返答には、因果をよりはっきり表す because を使う。

You’ll have to work overtime since you have not prepared for
the presentation tomorrow.
（あなたはまだ明日のプレゼンの準備が終わってないのだから、残業しなけれ
ばいけないでしょう）

Why doesn’t Donald Trump need volunteers ?
That’s because he is a successful entrepreneur and very rich.
（なぜ、ドナルド・トランプはボランティアを必要としないのですか？ それは、
彼が成功した起業家で金持ちだからです）
＊ 原因・理由を表す対等接続詞 for との使い方の違いに注意すること
［ 茅ヶ崎方式の文法書『国際英語教本 文法』より転載 ］

文法用語解説

対等接続詞と従属接続詞
語句と語句、文と文などをつなぐ接続詞には、and, or, but, soなどのように、
対等な関係でつなぐ対等接続詞（等位接続詞）
と、主節（主となる節）
と従属
節（従となる節）の関係でつなぐ従属接続詞（従位接続詞）がある。
従属接続詞は、主節の主語、目的語、補語、前置詞の目的語となる名詞節を
導いたり、副詞の役割をする副詞節を導いたりする。
上の例文で、since, because の節は「〜だから」
という理由を表し、主節にお
いて、前者は動詞を修飾する副詞の役割を、後者は補語の役割をしている。
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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

観光客は 4 月末から 10 月末まで高知県沖の太平洋で鯨ウオッチングを楽し
むことができる。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

2. 台湾はストローやコップなどの使い捨て (single-use) プラスチック (plastic)
製品を 2030 年までに禁止することを計画している。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

3. 日本のオリンピック選手団は、大会で過去最高の 13 個のメダルを獲得した
後、母国へ向かって平昌 (PyeonChang) を出発した。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

東京タワーは戦後日本の高度経済成長のシンボルだった。

5.

フィギュアスケーターの羽生結弦は優雅な、そして時に力強いスケーティング
で世界中のファンを魅了している。

LCT 11

4.

LCT 12
WrT 1
WrT 2

68
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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

1. Tourists can enjoy whale watching in the Pacific off Kochi Prefecture
from late April through October.
2. Taiwan is planning to ban single-use plastic items, such as straws and
cups, by 2030.
3. Japan’s Olympic team left PyeonChang for home after winning a
record 13 medals in the Games.
4. Tokyo Tower was a symbol of high economic growth in postwar
Japan.
5. Figure Skater Yuzuru Hanyu attracts fans around the world with his
elegant and sometimes powerful skating.
6. Walk across the street in front of the ticket gate of JR Ueno Station,
and you will find Tokyo Bunka Kaikan.
7. Many American citizens want to end mass shooting, so they demand
stricter gun control.
8. Eleven people were found dead after a fire broke out at a group home
in Sapporo.
9. You must make enough preparations before you travel abroad.
10. The witness explained the car accident as it happened.

WrT 1
WrT 2

72

作った英文と較べてみましょう。
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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出来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 機能
(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
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