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はじめに
新しい年度が始まりました。入社、入学、進級と新たな気持ちで 4 月を迎えている会員さんも多く
いらっしゃることと思います。今回は阪神香櫨園校の和久津さんより、地元出身の作家村上春樹さん
について原稿をお寄せいただきました。また TOEIC スコアを大幅に更新中の神奈川県大船校の会員
さんからのお便りもご紹介いたします。協力校紹介は宇都宮校です。

"A book must be the axe for the frozen sea inside us."
～村上春樹＠香櫨園～
こう ろ えん

阪神香櫨園校

和久津 由実子

２００６年９月のオコーナー賞受賞以降２００７年年明けの朝日賞受賞まで、村上春樹氏はマ
スコミに取り上げられる事が多かった。村上氏のプロフィールは「京都生まれの芦屋育ち」と済
まされることが多い。実際、「ハルキスト」と呼ばれる人たちの間でも、氏が小学校時代をここ
西宮市香櫨園地区で過ごしたことはあまり知られていないらしい。
氏の出身校西宮市立香櫨園小学校の卒業式は、たぶん全国でも珍しい音楽対話形式で進行す
る。在校生代表の送辞歌、卒業生の答辞歌、先生方の激励歌、卒業生の返礼歌、卒業生保護者の
見守り歌、卒業生の返礼歌。終始ピアノの伴奏に乗せ、歌は大団円へと。

まごころ込めて記した
あの銅板を誇りとし
夢ははばたく大空へ
いよいよしっかり励みます
この「銅板」に名前を残すことが香小卒業生の証であり、１９６１年（昭和３６年）３月２３
日第１回卒業生として氏の名前は、香風館（体育館）の壁にはめ込まれた銅板にしっかりと刻ま
れている。昨年１０月１２日夕刻の事。オコーナー賞、カフカ賞連続受賞で日本人３人目のノー
ベル文学賞受賞の期待が高まり「その瞬間」を待つ報道陣が多数、香小正門前に押し掛けた。残
念ながら「銅板」は全国デビューを果たせなかった。

また、ついでに言えば私が１１年間茅ヶ崎方式の学習会を続けている会場の会議室には西側に
大きく取った眺めの良い窓がある。そこから見える夙川沿いに延びた歩行者専用道オアシス・ロ
ードは日本桜の散歩道１００選にも入っている。この道をかつて村上少年は登下校したと思われ
る。当時この会場の南隣りに村上氏の住む民家があり、お父さんが夙川を渡った対面の私立甲陽
学院中等部で国語の先生をしていたと聞いている。以上の環境を踏まえて聴くＣ１クラスＬＣＴ
５１（１２）には格別の思い入れがあった。
私自身、村上作品は「ノルウェーの森」等代表作を数冊読んだだけだが、あらすじそのものよ
り結構八方ふさがりの状況を淡々と書いている文体の方が印象に残っていた。２００２年に阪神
大震災をモチーフにした「神のこどもたちはみな踊る」を読み、初めて村上作品に感情移入でき
た。震災は私たちの様に渦中にあった者だけでなく、遠く離れてその映像を眺めていただけの
人々の心にも大きな変化をもたらした。その後娘の香小入学で、氏と香櫨園の関わりを知り、村
上作品との距離はぐっと近くなった。
２００６年西宮阪神香櫨園校のＣ１クラスは、村上氏がフランツ・カフカ賞受賞のスピーチで
引用したというカフカの言葉の斉唱で納会となった。

"A book must be the axe for the frozen sea inside us."
今年も多くの文学者が凍った海に斧を振り下ろし、私たちがなかなか表現しきれない心の奥の
もやもやを明解な言葉にしてくれるのだろうか。

TOEIC 900 点以上を目標に！
大船校 C2 T さん（30 代）
私が茅ヶ崎方式の教室に通い始めたのは、一年ほど前。その頃の TOEIC のスコアは 710 で、
細々と勉強を続けてきたもののそこからスコアは頭打ち状態でした。一人、ラジオ相手の勉強に
も飽きて、何かしらペースメーカーになるものはないかと探していた頃に出会ったのが茅ヶ崎方
式英語会でした。時事英語ということで、初めはなじみの薄い内容のものは理解できないことも
多かったのですが、今では新聞も比較的難なく読めるようになり、英文を読むことに構えなくな
ったように感じます。以前は読む英語、聞く英語すべて頭の中で一度日本語に訳してから意味を
理解していたのが、脳内翻訳作業（？）を経ることなく直接英語として理解できるようになると、
不思議と英語を楽しめるようになりました。
毎回授業の初めに前回の課題暗唱を行うのですが、物覚えの悪い私は何度も音読し授業に臨み
ました。家事の合間や朝出かける前、ちょっとした時間でも毎日音読することで、体に英語がな
じんでいったように思います。また幸いにもクラスが少人数ということもあり、皆でああでもな
い、こうでもないと英文を読み解く（聞き解く）ことはとても楽しく、毎回出席することで英語
学習に対するモチベーションを上げることができました。通い始めてからの TOIEC のスコアは
745、820 と伸び、10 ヶ月後には 890 点を取ることができました。今年の目標は 900 点オーバ
ーすることですが、資格取得だけではなく英語を今以上に楽しめるよう、これからも茅ヶ崎方式
でお世話になるつもりです。

協力校紹介

第３５回

≪宇都宮校≫

代表 行澤 直子

栃木県宇都宮市

ほっぺたの落ちそうな話
栃木県宇都宮市の東武デパート前で勉強会を実施しております。英検一級合格や TOEIC900
点(200 点, 300 点アップ)と資格の獲得もさることながら、茅ヶ崎方式で勉強される方の特徴は、
仕事熱心かつ多才な方々。様々な分野での経験談、人生観を拝聴でき、至福の時間を過ごしてお
ります。英語にせよ日本語にせよ暖かいお人柄が表れます。
さて栃木県は首都圏から日帰りの距離で、日光と、那須塩原、鬼怒川温泉が有名ですが、栃木
県南部ですと陶器の益子焼とイチゴが人気です。ここでお薦めしますのが、益子の隣の真岡駅（蒸
気機関車が通ります）で降りられてのランチ・ディナー。駅の階段を渡られて西口から９メート
ル、ブラジル料理「プリマベーラ」
。サラダバー８種類以上と、肉５～６種類、野菜、フライ、
ご飯には豆をかけてたっぷり、デザートもついています。食べ放題で 1100 円。昼から夜 10 時
まで休み時間なしなのもありがたく、混んでいない、清潔なレストランです。日本語とポルトガ
ル語が使えます。
駅から真岡工業高校へ向かって歩いて 20 分のところには、カレー（本場香辛料で本物）があ
ります。民家に「タンドール」と木製看板がでています。車で神奈川県から立ち寄られる方もお
られるその店へ、お目当ては、エビカレーとチキンタンドーリ。昼も夜も同じメニューで 750
円。その上サービスでチャパティーを焼いてくださる、にこやかなマスターは只者ならず。70
年代に北中南米を放浪された話の興味深いことといったらまたこれも格別です。畳の部屋にタイ、
インドの雑貨もおいてあり、仕入れの名のもと世界中を回られるそうです。ジンジャーのチャー
イもさわやかについ長居してしまいます。
楽しい会話と美味しい食べ物、これぞ国際化の真髄ではないかしらん。次の海外旅行までに、
どうぞ栃木県にもお立ち寄りください。

宇都宮校 Ｃ１会員 Y.S.

✎✎ 学習者の声 ✎✎

英語馬鹿
○○は死ななきゃ治らないというが。英語がものにならないうちに６６の老人になってしまっ
た。もうすぐ片がつくというものの、まだ諦めきれないでいる。英語がもう少しできれば本や新
聞も読めるし、映画も楽しめると期待してきた。ところが、もう少しというのは誤りで天地ほど
の隔たりがあって、努力と才能と学習方法が問題であった。英語学習参考書が何冊も書棚に並ん
だまま。少年老い易く学成りがたし。新聞も本も英語では決して読まない。ニュースや映画は、
さっぱり分からない。
それなのに、まだ諦められない。わずかでも改善進歩があるではないか、年をとるにつれて物
事がわかるようになっているぞと頼むところがあるからだ。
英語のことわざを読む。論語や新約聖書の名句を英語と付き合わせる。中学生の英語の勉強に
付き合う。遊びです。米国から英文の手紙がクリスマスや誕生日に来る。返事に苦戦してブロー
クンイングリッシュで居直る。たまには海外旅行へ。中途半端でも楽しむ。などと。
それだけのこと。私には仕方ないが、中学・高校の英語教育の制度も英語の学び方にも、もっ
と合理的なあり方に進歩してほしい。漢語・漢文は日本語の栄養になるが、カタカナ言葉や片言
エイゴは日本語を軽率にしないか。小学生からしっかりした国語が必要なのに中学の英語の現状
から察すると、この上小学生に英語をやらせて、考える力などつくのかしら。英語バカを増やす
ばかりになる。

新しい協力校のご紹介 (2006 年 4 月以降開設校)

2007 年 3 月末現在

新しい協力校の仲間が増えました。会員さんがたくさん集まると良いですね。
校名

教室住所

伊勢崎校

群馬県伊勢崎市中央町

問合せ先
0270-21-8200

コース
C1

長野駅前校

長野市南千歳

026-224-7877

C1

松本駅前校

長野県松本市中央

0263-33-8115

C1

甲府校

山梨県甲府市丸の内

055-222-9078

C1

坂戸校

埼玉県坂戸市芦山町

chigasaki-sakado@mbr.nifty.com

C1・C2・C3

船橋校

千葉県船橋市海神

050-3064-9319

C1・C2・C3

西船橋北口校

千葉県船橋市西船

047-404-3681

C1

西船橋南口校

千葉県船橋市山野町

047-401-5757

C1・C2

海浜幕張校

千葉市美浜区打瀬

043-212-5475

C2

南篠崎校

東京都江戸川区南篠崎町

03-3886-5195

C3

府中駅前校

東京都府中市府中町

080-1146-9025

C1

清瀬校

東京都清瀬市元町

042-493-9909

C1・C2

南町田校

東京都町田市鶴間

090-4926-2379

C2

吉祥寺校

東京都武蔵野市御殿山

0422-41-8436

C1・C2

田園青葉緑校

神奈川県横浜市緑区霧ヶ丘

045-922-6700

C2

磐田校

静岡県磐田市向笠西

0538-38-5580

C3

水無瀬校

大阪府三島郡島本町江川

075-961-6313

C2

大阪福島校

大阪市福島区玉川

06-6445-8141

C1・C2

西宮北口昭和町校

兵庫県西宮市南昭和町

090-7555-4085

C1・C2

丸亀校

香川県丸亀市南条町

0877-46-3221

C1・C2

岡山中央校

岡山市表町

086-234-1632

C3

沖縄浦添校

沖縄県浦添市港川

098-879-3807

C1・C2

♪ 新設校の近くにお知り合いの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。

第４回 ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト 実施のお知らせ
茅ヶ崎方式英語会は、協力校で学習されている方々に簡単にＴＯＥＩＣテストを受けていただける
団体として賛助会員に登録し、
毎年２回 ＴＯＥＩＣ ＩＰテスト実施期間を設定しております。
よう、
本年第１回実施期間は６月１日から１４日までです。この２週間の期間内にテストを実施される協力
校に所属されている方々に限り、ＴＯＥＩＣ ＩＰ テストを協力校の教室にて、公開テストより安い
受験料にて受験することができます。
また、
ＴＯＥＩＣ公開テストは昨年５月から新方式に変更されましたが、
第４回のＩＰテストより、
新方式が採用されます。新方式についてはＴＯＥＩＣの Official Website（http://www.toeic.or.jp）
でご確認ください。
英語力の確認のために受験してみませんか？

あとがき： 今回の協力校紹介は宇都宮校からのおいしそうなお話でした。あなたの協力校、地域
の話題も是非ご紹介ください。原稿をお待ちしております。

