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＜ 序　文 ＞

　茅ヶ崎方式英語会は１９８１年の創設から一貫して LISTENINGを基盤とした独

自の教本類を使用して来ました。これまで何回か改訂を重ね、３０年を経て、この

たびようやく、全教材を網羅する４, ０００語を確定するとともに、次の８冊の教本

類と月刊英語教本をひとつの学習システムとして完成することが出来ました。

　これらの教本類で学んだ人達は数十万人に上り、今も全国１５０の協力校で毎年
数千人の会員がこのシステムのもとで学習しています。自分の現在の力に合ったと
ころから始めて、確実に国際社会の中で役立つ英語力を身につけてください。

 ２０１３年 4月　　初代代表　元ＮＨＫ国際局記者　松山　薫

＊　協力校の所在地は、茅ヶ崎方式英語会ホームページに掲載されています。月刊英語教本は、
2015 年 8 月に廃刊となりました。また茅ヶ崎方式英語教本は茅ヶ崎方式国際英語教本として再発行

されています。

１ 茅ヶ崎方式国際英語　基本 4,000 語 茅ヶ崎方式で使用する全用語の説明

２ 0 からスタート再学習の英語　前編 もう一度英語をやり直したい人向け

３ 0 からスタート再学習の英語　後編 前編修了者向け

４ 茅ヶ崎方式英語教本　ＢＯＯＫ－１ LISTENINGと統語法の基礎

５ 茅ヶ崎方式英語教本　ＢＯＯＫ－２ ニュース理解の基本用語と知識

６ 茅ヶ崎方式英語教本　ＢＯＯＫ－３ LISTENINGの仕上げ

７ 茅ヶ崎方式英語教本　ＢＯＯＫ－４ LISTENING, 語彙、統語法の仕上げ

８ 茅ヶ崎方式英語教本　ＢＯＯＫ－５ WRITING ＆ SPEAKING

９ 茅ヶ崎方式月刊英語教本 最新のニュースを教材とした中・上級者用

教本類名 内　容 用語数

＊茅ヶ崎方式学習システムの使い方　p. 207　参照
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 一般 (GENERAL)

 1. achievement
 2. affect
 3. annual*
 4. apparently
 5. approve*
 6. at least*
 7. at the earliest
 8. attend*
 9. beat*
 10. blame
 11. broadcast*
 12. capacity
 13. cease
 14. collect*
 15. committee*
 16. concerning
 17. convention
 18. decline*
 19. court ruling
 20. depict
 21. description
 22. dissatisfaction
 23. distribute
 24. dump site
 25. educate*

 26. enthusiastic
 27. environment*
 28. equip
 29. establish*
 30. expectation
 31. experience*
 32. expose
 33. express*
 34. failure
 35. female*
 36. frequent
 37. gain*
 38. go ahead with
 39. guarantee
 40. head for
 41. identify
 42. impose
 43. including*
 44. indication
 45. instrument*
 46. intellectual
 47. launch
 48. leak
 49. likely to*
 50. live [adj]

 51. manage to
 52. meanwhile
 53. mercury
 54. method
 55. mutual
 56. no longer
 57. occasion
 58. opportunity
 59. permit*
 60. plaintiff
 61. population
 62. pollution
 63. predict
 64. primitive
 65. probable
 66. promote*
 67. prove
 68. put off*
 69. quit
 70. quote
 71. regard
 72. related
 73. release
 74. religion
 75. religious

 76. remain*
 77. remind
 78. researcher
 79. respectively*
 80. responsible*
 81. run out
 82. satisfaction
 83. seek*
 84. separate*
 85. significant
 86. social*
 87. stage[v]*
 88. structure
 89. substitute
 90. suit
 91. survey*
 92. ties*
 93. treat*
 94. transplant
 95. transport
 96. turn down
 97. voice*
 98. warn*
 99. worth*
 100. worksite

 一般（GENERAL)で学ぶ100語　　　　　　　　　　　　            ＊はBOOK 1 と共用
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 1. Despite his significant achievement of discovering a new continent, Christopher 
Columbus remains a mysterious historical figure.

 2. Frog eggs were carried on the spaceship so that scientists could study how 
weightlessness affects living things.

 3. The tourist industry expects the annual number of Japanese overseas travellers to 
increase to the 20-million mark in the near future.

 4. The scholar said his history textbook was not approved by the Education Ministry 
because of descriptions of Japan's activities in the Pacific War.

 5. China's first pro soccer team plans to strengthen itself by hiring at least six players 
from the CIS.

 6. Some experts say the world is expected to run out of oil in the middle of the 21st 
century at the earliest.

 7. The international symposium on biotechnology in Tokyo is being attended by 
some 500 top researchers.

 8. Repeatedly broadcast, the scene of white policemen beating a black motorist 
shocked the nation.

 9. Magic Johnson quit the US government committee on AIDS, blaming the 
President for not providing enough money to fight the disease.

 10. The opening game of the pro baseball pennant race attracted a capacity crowd of 
55,000 fans at the ballpark.

 11. The city authorities warned local residents not to enter the danger area although 
volcanic activity appears to have ceased.

 12. Tuna fishing boats equipped with high-tech instruments left for the Indian Ocean 
to collect data on sea pollution.

 13. The government committee reported a record 100 people newly identified as AIDS 
patients or HIV carriers in July and August.

 14. Concerning the condition of the patient, the doctors' team published no comment.
 15. Sea turtles protected by the Washington Convention are exposed to danger due to 

oil slicks from the burning supertanker.
 16. The plaintiffs declined to comment on the court ruling apparently with 

dissatisfaction at the judgement.
 17. A well-known film director was attacked by gangsters after producing a movie 

depicting the underground world.
 18. A civic group says it will distribute pamphlets to help educate Amazonian people 

in danger of mercury poisoning which is known as Minamata disease in Japan.
 19. There is growing concern about polluted water leaking from a dump site into wells 

and rivers.
 20. The US shuttle Endeavor was launched from the Kennedy Space Center carrying 

seven astronauts including a Japanese researcher.

8

  EXERCISE

UNIT 1　　一般 (GENERAL) -1



9

 1. 新大陸を発見するという意義ある成果にもかかわらず、コロンブスは歴史上の不可
解な人物でありつづけている。

 2. 無重力状態が生き物にどう影響するかを科学者が観察できるように蛙の卵が宇宙船
に持ちこまれた。

 3. 観光業界は日本人海外旅行者の年間の人数が近い将来２千万人台に増えることを期
待している。

 4. その学者は彼の歴史教科書は太平洋戦争における日本の行為についての描写の故に
文部省によって承認されなかったと語った。

 5. 中国初のプロサッカーチームは、独立国家共同体から少なくとも６人の選手を雇い
入れることによって強化をはかろうとしている。

 6. ある専門家達によると早ければ 21世紀の半ばに地球の石油は尽きるだろう。
 7. 東京での生物工学に関する国際会議には約500人の第１級の研究者が出席している。
 8. 繰り返し放映され、白人の警官が黒人の運転者を殴っている場面は国民に衝撃を与
えた。

 9. マジック・ジョンソンは、エイズと闘うのに十分な資金を供給しないとして大統領
を非難し、エイズに関するアメリカ政府の委員会をやめた。

 10. プロ野球のペナントレースの開幕戦はその野球場に５万５千人という満員の観衆を
ひきつけた。

 11. 市当局は地元住民に対し、火山活動は止んだようにみえるが危険地域にはいらない
よう警告した。

 12. ハイテク機器を装備したマグロ漁船が海洋汚染に関する資料を集めるためインド洋
へ向かった。

 13. その政府委員会は７～８月に新たにエイズ患者及びエイズウイルス感染者と認定し
たこれまで最高の100人を報告した。

 14. その患者の容態に関して、医師団はコメントを発表しなかった。
 15. ワシントン条約によって保護されている海亀が、炎上中の超大型タンカーからの油
膜によって危険にさらされている。

 16. その原告達は、その判断に不満を持ったようで、その判決についてコメントするこ
とを断った。

 17. 有名な映画監督がやくざの世界を描いた映画を作ったあと暴力団員に襲われた。
 18. ある市民グループは、水俣病のような水銀中毒の危険があるアマゾン地方の人々を
啓蒙するためにパンフレットを配布すると言っている。

 19. ゴミ捨て場から井戸や川に漏れ出る汚染された水についての心配が高まっている。
 20. アメリカのスペースシャトル、エンデバー号が日本人研究者１人を含む７人の宇宙
飛行士を乗せてケネディ宇宙センターから打ち上げられた。

EXERCISE　訳文
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Five Japanese had travelled in space by the end of 1997.  The first Japanese in space 

was Toyohiro Akiyama, a TV journalist, who went on board the Soviet spaceship 

Soyuz in 1990.  Mamoru Mohri,  a researcher at Hokkaiko University, was the first 

Japanese astronaut on board a US space shuttle.  He was followed by Chiaki Mukai, a 

medical doctor, who became the first Japanese woman in space.  Both collected 

various data for space travel in the future as payload specialists.  Koh-ichi Wakata was 

the first Japanese mission specialist.  He operated various instruments with which the 

shuttle was equipped.  Another mission specialist Takao Doi became the first Japanese 

to walk in space.  Their significant achievements met the expectations of NASA and 

Japanese people who saw them on TV live from outer space.  The Japanese astronauts 

are quoted as saying that the beauty of earth seen from space was beyond description.

 1. Who was the first Japanese in space ?

 2. Who was the first Japanese on board a US space shuttle ?

 3. Who was the first Japanese mission specialist ? 

 4. Who was the first Japanese astronaut to walk in space ?

　LISTENING COMPREHENSION TEST

　QUESTIONS

 1. affect

 2. apparently

 3. approve

 4. at least

 5. attend

 6. broadcast

 7. cease

 8. convention

 9. court ruling

 10. distribute

 11. achievement

 12. description

 13. equip

 14. expectation

 15. medical

 16. instrument

 17. live [adj]

 18. researcher

 19. significant

 20. quote

WORD  TEST
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1. Toyohiro Akiyama  2. Mamoru Mohri   3. Koh-ichi Wakata   4. Takao Doi

1997 年末までに５人の日本人が宇宙を旅した。最初に宇宙に行ったのはTVジャーナリス
トの秋山豊寛さんで、1990 年にソビエトの宇宙船ソユーズに乗った。北海道大学の研究者
毛利衛さんはアメリカのスペースシャトルに乗った最初の日本人宇宙飛行士である。彼に続
いたのは医師の向井千秋さんで彼女は日本人女性として初めて宇宙の人となった。この２人
はペイロード・スペシャリストとして将来の宇宙旅行のための色々な資料を集めた。若田光
一さんは日本人初のミッション・スペシャリストでシャトル内に装備された色々な機具を操
作した。次のミッション・スペシャリストである土井隆雄さんは日本人として初めて宇宙遊
泳を行った。彼らの意義ある成果はアメリカ航空宇宙局や宇宙からの生中継TVで彼らをみ
た日本人の期待に応えた。これらの日本人宇宙飛行士達は宇宙から見た地球の美しさは筆舌
に尽くしがたかったと述べたという。

1. 秋山豊寛（当時TBS記者 48 才）1990 年 12 月２日から８日間 Soyuz とMir に乗る。2. go on board 
(aboard) ～、～に乗り込む（動作）、be on board(aboard) ～、～に乗っている（状態）。3. 毛利衛（元北
大助教授 44 才）1992 年９月Endeavor で飛行。5. 向井千秋（ 41 才、1994 年 Columbia で、1998 年 11
月 Discovery で飛行。6. payload specialist（搭乗科学技術者）宇宙船内で科学実験を担当する飛行士。
7. 若田光一（32才）1996 年 Endeavor で飛行、ロボットアームで日本の無人宇宙実験船を回収した。8. 
mission specialist（搭乗運用技術者）、船外活動にも参加する科学技術者。9. 土井隆雄（43才）1997 年
11 月 Columbia で飛行。10. NASA = National Aeronautics and Space Administration  11. be quoted as 
saying that ～、～以下が引用（quotation) 文であることを示す。12. outer space 地球の大気圏より外の
空間＝宇宙＝ space。

LISTENING COMPREHENSION TEST　訳文

LISTENING COMPREHENSION TEST　NOTES

QUESTIONS　答

　EXERCISE　NOTES

UNIT1　一般 -1

1. ofは同格、～という。3. the～mark,～台、the 70-yen mark against the dollar,１ドル 70円台。4. 
2001年文部科学省 the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology と改称。5. the 
CIS = the Commonwealth of Independent States, 旧ソビエトの 15の共和国のうちバルト３国とグル
ジアを除く 11ヶ国の共同体として発足したが現在は 8ヶ国。6. The plane ran out of fuel.その飛
行機は燃料が尽きた。7. biotechnology<biology + technology 生物 (or 生命 )工学。発酵、植物育種
から遺伝子組みかえまで広い範囲の生物にかかわる技術。8. (Being) repeatedly broadcast, 付帯条
件 (～して、～されて )、或は理由 (ので )を示す分詞構文。motorist 自家用車の driver。9. 
Magic Johnson, エイズウイルスに感染していることを公表したアメリカ・プロバスケットボー
ルのスーパースター。the disease 定冠詞は AIDSを指す。1 not + to不定詞、不定詞の否定、～
しないように。to have ceased, 完了不定詞、本動詞 (appear)より前の時を示す。12. tuna fishing 
boats (which are) equipped with～。13. AIDS = acquired immune deficiency syndrome 後天性免疫不全
症候群。HIV = human immunodeficiency virus ヒト免疫不全ウイルス = AIDS virus, carrier 保菌（有）
者 cholera carrier。15. Sea turtles (which are) protected by ～。the Washington Convention = the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = CITES。supertanker 
７万５千トン以上の超大型タンカー = megatanker。17. gang は集合名詞で暴力団、組員は
gangster。movie depicting ～ =movie which depicted。 18. people (who are) in danger of ～。ブラジル
政府のアマゾン河流域開発 (大カラジャス計画 )による鉄鉱石などの露天掘りにより川が水銀
汚染され先住民 (アマゾン族 )の間に水俣病に似た患者が発生した。19. There is a 
growing(mounting)～、～がたかまっている。leaking=(which is) leaking。20. carrying 付帯状況 (～
して )を示す分詞構文。astronaut アメリカの宇宙飛行士、cosmonaut(旧ソビエト )、ロシアの宇
宙飛行士、astro, cosmo はいずれも宇宙、naut は航海者。シャトル計画は 2011年で終了した。
シャトルに搭乗した日本人宇宙飛行士は 7人。



この教本（BOOK 2）の使い方

①　KEY WORDS 一覧表
各項目の最初にその項目で学習する key words の一覧表がある。一覧表の中でよ
くわからない語は『国際英語基本 4,000 語』で意味を確認しておく。BOOK 2 には
学校では習わなかった語も数多く出てくるので学習を容易にするため 1,000 語の 
key words のうち約４分の１はBOOK 1 と同じ語にしてある（＊印の語）。

②　EXERCISE (EX) 用例
1. 20 の用例を、key words( ブルーの文字 ) と BOOK 1 で既習の語をたよりに自
分で日本文にする。知らない語があれば WORD LIST や『国際英語基本 4,000
語』で調べる。知らない語は聴きとれないのである。

2. 用例の日本語訳文で、key words( ブルーの文字 ) に注意しながら英文の内容を
確認する。

3. NOTES に語法、背景知識についての解説がある。背景知識は聴き取りを容易
にするとともに、内容ある対話の基盤となる。なお背景知識の解説に用いた資
料の多くは 1996 ～ 1998 のものである。

4. 20 の用例すべてについて 1. 2. 3. の作業を終えたら BOOK-2 CD (or カセット )
を繰り返し聴き、音声だけで内容を理解できるようにする。

③　WORD TEST (WT)
WORD TEST の 20 語は、用例中の key words と、このあと LISTENING 
COMPREHENSION TEST (LCT) に使用される key words である。BOOK 2 CD 
（or カセット）の音声 WT を聴いて、用例の key words が確実に catch できるよ
うになっているかどうかをチェックするとともに、知らない語は WORD LIST で
調べて、LCT に備える。

④　LISTENING COMPREHENSION TEST (LCT)
1. LCTは ① ② ③ の学習効果をチェックするためのものである。BOOK 2 CD(or 
カセット ) の LCT を３回聴いたあと、英文、日本語訳文で理解度をチェック
する。音声に馴れてきたら natural speed １回で 80％聴き取れるよう努力する。

2. ラジオ・ニュース・スタイルで書かれた LCT は音読の text として最適である。
natural speed の CD(or カセット ) を手本に何回も音読し、発音や intonation, 
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rhythm, phrasing を身につける。音読の練習は speaking の基盤となる。

⑤　QUESTIONS (Q)
1. QUESTIONS の４題は LCT の理解度をチェックするためのものである。答は 
LCT の中にある。BOOK-2 CD (or カセット ) の Q を聴き、わからなければ 
LCT を聴き直して答をみつける。そのあと解答をみる。

2. 質問することは speaking の第１歩である。LISTENING の力がつき、質問が
口をついて出るようになれば英語による対話へ道がひらける。

⑥　①～⑤の学習によって完全に身についた key words を「key words 一覧表」
から消していく。残った語を list up する。WORD LIST 右欄の (　) 内の数字は、
その語が使用されている UNIT と用例の番号を示す。list up した語について『国
際英語基本4,000 語』を利用して、それら語が用いられている他の用例を学習すれば、
context の中で、それらの語をより早く、確実に使用語 (production word) とするこ
とができる。
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