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第9回

「国際英語基本 4,000 語」
有限会社 茅ヶ崎方式英語会

代表 大美賀 廣芳

「国際英語基本4,000語」を、「果てしない英語という大海原に浮かぶ小島」に例
えた学習者がいます。この島が航海のよりどころであり、荒波をかいくぐる術を教

えてくれました。この島がなかったら、きっと、英語大海に遭難していたでしょう。
「国際英語基本4,000語」は、VOA(The Voice of America)のSimple English（現

Learning English）をはじめ日本向け海外放送の英語ニュースを3年間モニターし

て、使用されている語の頻度数を調べ、約6,000語を選んだ後、NHKのベテラン

国際放送英文記者4人に依頼して4,000語に絞りました。外された約2,000語は、日
ご い

本人であれば誰でも知っている語彙（Adopted Words）であったということです。

このようにして基本語彙を選び、その用例には簡潔なニュース表現を採用したこ

とで、「国際英語基本4,000語」は英語の運用法を身に付けるための基盤となりま
す。また、やさしいものから順番に選定したのではなく、使用頻度数の大きいもの

から選びましたので、自然に英語ニュースが理解できるようになります。
「国際英語基本4,000語」は、30年にわたる教材作成の体験を踏まえて、1990年
代の初めに基本4,000語の改訂版作成にあたって約100語を、改定教本シリーズで

は約150語を入れ替えました。現在、ブックライブラリー（下記参照）で無料ダウ

ンロードしていただける改訂版は、さらに、約50語を追加して2016年に発行した

ものです。

「国際英語基本4,000語］は、茅ケ綺方式英語学習法の全ての教材で用いられる語

彙を網羅し、原則としてこれ以外の語は使用しません。月刊LCTに収録した教材

も同様です。これを辞書として使用することにより、包括的に、より早く、そして自
然な形で4,000語が身に付いていきます。

＊ 茅ヶ崎方式「国際英語基本4,000語」の用例はすべて実際のニュースから引用されてい
ます。30年以上前のニュースからの引用が多いのですが、今でも、使える表現であるこ
とに驚きを禁じ得ません。
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 ～ 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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LCT 1

Tohoku High School Students Perform in New York Opera

LCT 1

◉ 音声データ
Word Test

LCT 2

Word
Test

LCT 3

1. performance
2. prefecture
3. express
4. further
5. recovery

6. various
7. professional
8. effort
9. progress
10. similar

LCT 4

◉ Listening Comprehension Test

LCT 5

1. Japanese high school students from areas hit by the March 2011
disaster have taken part in an opera performance in New York.

LCT 6
LCT 7

2. About 50 students from Miyagi and Fukushima prefectures on
Tuesday got on stage at the famous Lincoln Center. They expressed
their hopes for further recovery from the disaster.

LCT 8
LCT 9

3. The students played various roles in Verdi’s “La Traviata”. They
received a big round of applause when they sang songs and danced
alongside the professional singers.

LCT 10
LCT 11

4. One of the students said she hopes many people will visit the Tohoku
district, where reconstruction efforts have made progress.

LCT 12
WrT 1

◉ 音声データ
LCT

WrT 2
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5. A similar event has been staged every March since
2012. A Japanese conductor started the program
to give dreams and hopes to young people in the
disaster areas.

東北の高校生がニューヨークのオペラに出演

Word
Test
ー 訳 ー

1. 上演、演技、性能
2. 県
3. 表明する
4. さらに、更に推し進める
5. 回復

C 1 初級

6. いろいろな
7. プロの、専門家
8. 努力
9. 進歩する，
進歩
10. 同じような

◉ 全訳

1. 2011 年 3 月の震災に見舞われた地域の日本の高校生が、ニューヨークのオペ
ラ公演に参加した。

2. 宮城県と福島県のおよそ 50 人の生徒が火曜日（3 月 20 日）、有名なリンカー
ンセンターのステージに立った。彼らは震災からのさらなる復興への願いを

表した。

3. 生徒たちはヴェルディの「椿姫」でさまざまな役を演じた。彼らはプロの歌
手とともに歌やダンスを披露し、大きな拍手を受けた。

4. 生徒の 1 人は、大勢の人が、復興への取り組みが進んでいる東北地方を訪
れてほしいと話した。

5. 同様のイベントが 2012 年以降、毎年 3 月に行われている。ある日本人指揮
者が被災地の若者に夢と希望を与えようとこの企画を始めた。
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◉ 学習の手引き
LCT 1

Para.1

an opera performance in New York : ニューヨークの地元楽団「フィル

LCT 2

ハーモニア・オーケストラ・オブ・ニューヨーク（PONY）
」のオペラ公演。
PONY はアメリカで 2 番目のオペラ団として設立されたニューヨーク・シティ
・
オペラ・オーケストラを母体とする。およそ 70 年の歴史をもち、従来のオ

LCT 3

ペラ慣習を打ち破る最新の照明演出や 3D プロジェクションを行う芸術レ
ベルの高いオーケストラである。ニューヨーク・シティ・オペラは、1943

LCT 4

年に設立され、これまで世界的パフォーマーを数多く輩出してきた。2005
年の愛知万博「愛・地球博」のアメリカ文化代表として日本公演を行ったこ
とでも知られている。その後、経営難のため 2013 年に一度解散されたが、

LCT 5

多くの市民より再建を願う声が寄せられ、新たに PONY として設立された。

LCT 6

Para.2

the famous Lincoln Center : ニューヨーク州マンハッタンにある世界最
大級の総合芸術施設で、劇場やコンサートホール、芸術学校、図書館な

LCT 7

どがある。リンカーンスクエアの都市再生プロジェクトの一環として 1950
年代～ 60 年代にかけて建設された。メインの劇場やコンサートホールは、

LCT 8

数多く行われるオペラやバレエ公演によって世界的に有名で、名高いジュリ
アード音楽院もリンカーンセンターにある。

LCT 9

Para.3

Verdi’s “La Traviata” :『 椿姫 』はジュゼッペ・ヴェルディ（Giuseppe

LCT 10

Verdi）が 1853 年に発表したオペラである。原題 La Traviata は「堕落し
た女（直訳：道を踏み外した女）
」を表す。ヴェルディの代表作であるだけ
でなく、世界中で最も人気のあるオペラのひとつでもある。

LCT 11

a big round of applause : a (big) round of ~ = 盛大な、
ひとしきりの～。

LCT 12

Para.4

One of the students said she hopes many people will visit … : 今回

WrT 1
WrT 2

出演した 1 人で、小学生の頃に被災し神奈川県でおよそ 1ヵ月の避難生活
を経験した女生徒は、原発事故の影響ばかりが注目され、日本国外から
しまうのが怖い。普通の生活を送れているし、現状は良くなっていること

6

東北が避けられているように感じると言い、
「福島に人が来てくれなくなって
を知ってほしい」と話した。
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LCT 1 : Tohoku High School Students Perform in New York Opera

reconstruction : 再建、復興。re- は動詞、あるいはその派生語につけて
「再び、
新たに、
繰り返して、
～し直す」
の意を表す接頭辞。他にも reenter
（再
び入る）
、rebound（はね返る、反響する）などがある。また、第 2 パラグ
ラフの recovery も、動詞 recover（回復する）= re（再び）+ cover（欠け
た所を補う）となり、この接頭辞が用いられている。

Para.5

A Japanese conductor started the program … : PONY の山田あつし
主席指揮者。山田さんは 1998 年に渡米し、ニューヨーク・シティ・オペラ
の指揮者研究生となった後、2002 年より副指揮者となり、2003 年 11 月に
正指揮者として抜擢され、リンカーンセンターでのデビューを果たす。リン
カーンセンターで指揮をした日本人は小澤征爾さんに次いで史上 2 人目で、
それ以後は 1 人も出ていない。指揮者としての活動の他、日米国際交流に
おけるプロジェクトなどプロデューサーとしての手腕も高く評価されている。
山田さん率いる PONY の公演に被災地の生徒が加わるのは 7 年連続であ
る。過去 6 回はすべて合唱での参加で、
今回初めてオペラに挑戦したという。

今回のオペラ公演では、公演前に被災地の復興の様子を紹介する写真のスライド
ショーも上映された。
観光庁の「宿泊旅行統計調査」によると、東北 6 県の延べ宿泊者数（観光目的）は
東日本大震災発生前の 2010 年は 1730 万人だが、2016 年には 1450 万人に減って
いる。外国人宿泊者数を見てみると、2010 年の 51 万人から16 年は 65 万人に増え
ているが、訪日客数の急増による全国水準の底上げで、全国比はむしろ 2 パーセン
トから1 パーセントに下がった。
復興庁は現在、訪日客を対象とした斬新な東北旅行プランに補助金をつけて支援
する「
『新しい東北』交流拡大モデル事業」など東北復興支援策に取り組んでいる。
担当者によると「観光産業は東北の復興の 1 つの鍵。人口減で国内旅行者数が減っ
ているので、訪日客の誘致は欠かせない」という。福島県出身の吉野復興相も、
「東
北 6 県が復興した姿、がんばっている姿という『新しい東北』を見てほしい。見て、
食べてもらうことで正しい理解が得られ、
風評被害も払拭できる」と話している。
（KW）
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Who

?
s
i
h
t
is

新企画 Detective Quiz

誰もが知っているこの人物は誰でしょう？

profiling
No.001

今回から
始まった
新企画
「Who is
this?」
。ある 人
物を、基
本の英単
語 500
語だけを
使って説
明した
文 書を発
見しまし
たが、
名前だけ
が判読で
きませ
ん。説明
を読んで
、これ
が誰だか
分かりま
すか？

Xxxxxxxx Xxxxx played a leading
role in realizing the Meiji Restoration.
While he was learning Kenjutsu in
Edo at the age of 18, Xxxxx saw
Commodore Perry's four black ships.
He began to think about the future of this
country under pressure
from great powers in the world. He became a
member of Katsu Kaisyu’s training school for
the Navy and studied various things, including
politics. Xxxxx made great efforts to make
Japan a modern country together with other
young leaders such as Saigo Takamori and
Katsura Kogoro. They succeeded in forcing
the 260-year-old Tokugawa Shogunate to
give up its power to the Emperor. Soon after
that success, however, Xxxxx was killed by
policemen of the Shogunate. He was 32.

■■■■は、明治維新を実現するにあたって、先駆的な役割を演じた。18 歳で、江戸
で剣術の修行をしている時、■■はペリー提督の４隻のクロフネを見た。彼は、世界列
強の圧力の下にあるこの国の将来を考え始めた。彼は、勝海舟の海軍塾の一員となり、
政治を含むいろいろなことを学んだ。■■は、西郷隆盛、桂小五郎のような他の若い指
導者とともに、日本を近代国家にするために大きな努力をした。彼らは、260 年に及ぶ
徳川幕府に、天皇に権力を明け渡させることに成功した。しかし、その成功の直ぐ後、
■■は、幕府の見回り隊士によって殺された。32 歳だった。
（答えは 43 ページ）
月刊LCT 2018年9号

33

Writing Training 1
LCT 1

1.

ニュースを英文にしてみましょう

造形美術 (art and design) を勉強している（ところの）学生たちが、静岡
県焼津市を活性化する (revitalize) プロジェクトに協力している。

LCT 2
LCT 3
LCT 4

2. そのハンサムな俳優は、その父親は日本でよく知られた俳優だったが、2002 年
に舞台 (theatrical) デビューをし、今は映画やテレビドラマにも出演している。

LCT 5
LCT 6
LCT 7

3. 沼津漁港近くのレストランは海鮮料理を出していて、それら（海鮮料理）は
日本中から、また海外からの多くの観光客を引きつけている。

LCT 8
LCT 9
LCT 10

4. その医者によると、
手術はその患者にとって本当に必要な
（ところの）
ものであった。

LCT 11
LCT 12
WrT 1

5. その NHK テレビドラマは、戦後旧満洲 (the former Manchuria) から150 万人
以上の日本の民間人を帰国させるために 3 人の日本人男性がした（ところの）こと
を示している。

WrT 2
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Writing Training 1 英文例文

作った英文と較べてみましょう

初級

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
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
WrT 2

70

1. Students, who are studying art and design, are cooperating in a
project to revitalize the city of Yaizu, Shizuoka Prefecture.
2. The handsome-looking actor, whose father was a well-known actor in
Japan, made his theatrical debut in 2002 and now also works in film
and TV dramas.
3. Restaurants near Numazu Port serve fresh seafood dishes, which
attract many tourists from across Japan and abroad.
4. The doctor says the operation was what the patient really needed.
5. The NHK TV drama shows what three Japanese men did to return
more than 1.5 million Japanese citizens to Japan from the former
Manchuria after the war.

＊ NHK TV drama:
「どこにもない国」
。
2018 年 3月24日と31日に 2 回シリーズで放映された。

6. Momoka Muraoka, who won five medals in the PyeongChang Winter
Paralympics, is the pride of the ski club of Waseda University, to
which she belongs.
7. At 8:00 am, around the same time at which the Tokyo subway sarin
attack occurred, a minute’s silence was observed by subway workers.
8. Writer Michiko Ishimure, from whom people learned much about
Minamata disease, died due to symptoms related to Parkinson’s disease.
9. BOJ Governor Haruhiko Kuroda, under whom Japan has fought
deflation, will stay on until 2023.
10. A business depression may be one of the most serious problems with
which Japan will be faced after the 2020 Tokyo Olympic Games.
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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. In terms of the number of victims, Miyagi Prefecture was hardesthit by the 2011 earthquake and tsunami, which left more than 18,000
people dead or missing.
2. A former Japanese gang leader was arrested on suspicion of killing
the boss of a rival faction in 2003.
3. The man who fatally stabbed or strangled to death a family of four in
Tokyo’s Setagaya Ward 17 years ago is still at large.
4. A report now available on two missing Frenchmen at a ski resort in
Hokkaido says they were confirmed safe.
5. The court ordered a company to pay compensation to the bereaved
family of its employee, recognizing that he died from overwork.
6. The former worker at a nursing home in Kawasaki denied killing
three residents of the facility by throwing them off the balcony.
7. Japan’s Self Defense Forces and the US forces in Japan held joint
disaster prevention drills in four prefectures in Shikoku to prepare for
a possible Nankai earthquake.
8. Two car bombs exploded in front of a mosque in Benghazi, the second
largest city in Libya, in January 2018, leaving 34 people dead and 80
others injured.
9. The father of actor Tadanobu Asano has been found guilty of using
stimulant drugs.
10. Police identified the victim of the murder in Osaka as a woman from
Hyogo Prefecture and arrested an American tourist for abandoning
her body.
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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
英語学習法の入門編です。この学習法の基盤となる

高校卒業 ･ 大学初学年程度のレベルで、BOOK １の
1000 語に加えて、次の段階の 1000 語を身につけ、

4000 語のうち、最初の 1000 語を徹底的にドリルす

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
法事項（前置詞、接続詞、目的補語、関係詞、関係

びます。教本は、１. 一般（１）
、２. 事故 ･ 事件 ･ 災害、
３. 政治、
４. 外交、
５. 一般（２）
、
６. 経済、
７. 貿易、
８. 安

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。

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】

国際英語教本

文法
印刷版 定価 3,240

円

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

基本語彙 4,000 語をどのように配列すれば英語として

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。

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。

（本体 3,000 円＋税）

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

国際英語教本
Book2 中級

網羅し、派生語や語源、語法の注意、重要な例文など
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
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