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	 801.	 Researchers in turn looked inside the old burial mound through a fiberscope 
to scrutinize the world's oldest planisphere drawn on the ceiling above a 
stone coffin.

	 802.	 The opposition parties demanded in unison that the Chief Cabinet Secretary 
be dismissed for his remarks, which they interpreted as a breach of the 
nation's three non-nuclear principles.

	 803.	 NASDA operators tried in vain to detect signals from the DASH or 
demonstrator of a hyper velocity atmospheric reentry system, one of the two 
satellites released from the H-2 rocket.

	 804.	 The government panel has proposed that the taxation system be revised to 
give incentives to entrepreneurs who embark on venture businesses.

	 805.	 Voters got indignant at the incessant revelations of money and sex scandals 
implicating influential politicians whose ethics were brought into question.

	 806.	 It is said that air accidents happen in succession although people think the 
coincidence to be a mere incidental phenomenon that defies scientific 
explanation. 

	 807.	 After a long period of wrangling between negotiators, the US Congress 
became inclined to propose ending the two-way trade imbalance talks with 
Japan, regarding them as a waste of time. 

	 808.	 Because of diplomatic considerations, the Japanese government quelled its 
complaint about the Chinese police incursion into the compounds of the 
consulate general in Shenyang, which is incompatible with the inviolability 
of foreign missions stipulated in the Vienna convention.

	 809.	 The opposition camp demanded that the government give specific figures 
for tax cuts to be incorporated in the budget draft, saying the measures seem 
to be heavily in favor of the rich. 

	 810.	 Diplomatic sources say the US administration may have exaggerated 
possible nuclear incursions by what it called a rogue state in a bid to draw 
Congressional support for a larger budget allocation for the proposed 
missile defense system.

	 811.	 The indications are that the ousted Peruvian President of Japanese parentage 
has almost no chance of returning to power after a lapse of three years in 
virtual deportation to Japan. 

	 812.	 Most Americans were indifferent to the FIFA World Cup in Japan and 
South Korea, saying soccer does not appeal to public sentiments as baseball 
and basketball do. 

	 813.	 Enthusiastic soccer fans, who failed to grab the chance of a lifetime to see a 
World Cup match, were indignant with FIFA and the Japanese organizing 
committee, which blamed each other for the inept distribution of tickets. 

	 814.	 The ASDF says an AWACS squadron is indispensable for the defense of 
the Japanese archipelago, which is vulnerable to air raids from a very low 
altitude. 

UNIT  21　 EXERCISE 801. 〜 840.

EXERCISE
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	 801.	研究者達は、石棺の上の天井に描かれた世界最古の星座表を調べるために、か
わるがわる、ファイバ−スコ−プを通して、古墳の内部をのぞいた。

	 802.	野党各党は、彼らが国の非核三原則違反だと解釈する発言により、官房長官は
解任されるべきだと、一致して要求した。

	 803.	宇宙開発事業団の運行担当者達は、H−２ロケットから切り離されたふたつの
衛星のひとつDASH…超音速大気圏再突入システム実験機…からの信号をつき
とめようとしたが無駄だった。＊NASDAは JAXAと改名

	 804.	その政府審議会は、税制は、ベンチャービズネスに乗り出す起業家達に誘因を
与えるように改正されなければならない、と提案した。

	 805.	有権者達は、倫理観に疑問がもたれた有力政治家たちを巻き込むカネやセック
スのスキャンダルの絶え間ない暴露に、憤慨した。

	 806.	航空機事故は続いて起きるというが、人々は、その同時性は、科学的説明を無
視する偶然の現象だと考えている。

	 807.	交渉当事者達の長期間の激論のすえ、アメリカ議会は、日米間の貿易不均衡問
題の話し合いは時間の浪費だとして、終結を提案する方向に傾いた。

	 808.	外交上の配慮から、日本政府は、ウイーン条約に規定されている在外公館の不
可侵と相容れない瀋陽総領事館構内への中国警察官の侵入に対する抗議を、抑
制した。

	 809.	野党陣営は、減税が金持ちにきわめて有利にみえるとして、予算案に盛り込ま
れる減税の明確な数字を明らかにするよう政府に、求めた。

	 810.	外交筋によると、アメリカ政府は、提案中のミサイル防衛システムへのより多
くの予算配分に対する議会の支持を得ようとして、いわゆる「ならずもの国家」
からのあるかもしれない核攻撃を、誇張したのかもしれない。

	 811.	追放された日系人ペルー大統領は、事実上の日本への追放から３年が経って、
権力への復帰の機会はほとんどないものとみられている。

	 812.	たいていのアメリカ人は、サッカ−は野球やバスケットボールのように国民感
情に訴えるものがないとして、日本と韓国でのワールドカップサッカ−には関
心を示さなかった。

	 813.	ワールドカップの試合を見る一生に一度のチャンスを掴みそこねた熱心なサッ
カ−ファン達は、入場券の不適切な配布で互いに非難しあっている国際サッカ−
連盟と日本の組織委員会に憤慨した。

	 814.	航空自衛隊は、超低空からの攻撃に脆弱な日本列島の防衛には、早期警戒管制
機１飛行隊は不可欠だという。＊ 2012 年度４機保有

訳
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	 815.	 Management induced organized labor to agree to the swift introduction of 
the work-sharing system to ward off possible social unrest triggered by  
increasing joblessness.

	 816.	 The president of the construction firm apparently indulged in alcohol and 
became quite intoxicated before he committed suicide with a Japanese 
sword, probably discouraged by his company's poor business showing.

	 817.	 The Peruvian President suspended the Constitution with an iron fist under 
the pretext that corrupt and inept politicians are standing in the way of his 
plans to modernize the country.

	 818.	 It is inevitable that the government will have to drastically revise the existing 
pension system to ensure the younger generation receives a pension worthy 
of its name.

	 819.	 Asked about a discrepancy in the number of casualties announced, the 
airline official said the exact number of victims is yet to be determined as 
infants are not included in the passenger list.

	 820.	 The hospital may not have abided by the guidelines strictly prohibiting the 
use of an injection needle more than once to prevent possible secondary 
infection.

	 821.	 In a desperate attempt to escape, many people jumped to their deaths when 
the blast turned the high-rise into a blazing inferno, the worst on record.

	 822.	 With the World Cup elimination rounds drawing near, continued infighting 
between certain leaders of the Football Association and the high-handed 
French coach subsided without serious consequences.

	 823.	 Partisans led by General Tito succeeded in infiltrating the Nazi-occupied 
country, supported by a clandestine network of citizens loyal to the 
legendary hero.

	 824.	 The National Astronomical Observatory on the island of Hawaii succeeded 
in clarifying a hitherto-mysterious phenomenon in the infinite universe 
with a giant telescope 8.2 meters in diameter.

	 825.	 Bearing in mind certain precedents, some doctors refrain from prescribing 
the newly-licensed antibiotic which may cause inflammation of the 
intestines.  

	 826.	 Reckless judgment by the management of the newly-merged mega bank  
inflicted heavy losses on the financial institution by impairing its prestige 
and credibility.

	 827.	 It is inevitable that Japanese farmers will be forced to increase productivity 
as quickly as possible since not much time is left for them to counter the 
influx of  farm produce from abroad.

	 828.	 Japan intensified its efforts to improve its social infrastructure from a 
global perspective in line with recommendations put forward by  
government panel studying how to rehabilitate the country from the 
so-called Lost Decade.    

	 829.	 The newly-released movie contains all the ingredients to satisfy old film 
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	 815.	経営側は、労働団体に対し、増え続ける失業によって引き起こされるかもしれ
ない社会不安を避けるために、ワークシェアリングの急速な導入に同意するよ
う説得した。

	 816.	その建設会社の社長は、たぶん会社の業績不振に落胆して、日本刀で自殺する
前に、酒にふけり完全に酔っていたようだ。

	 817.	そのペルー大統領は、腐敗し、適正を欠いた政治家たちが、国を近代化しよう
とする彼の計画に立ちふさがっているという口実で、鉄拳をもって（強権的に）
憲法を停止した。

	 818.	政府が、若い世代に年金の名に価する年金を保証するには、現在の年金制度を
抜本的に見直すことが不可避である。

	 819.	既に発表された死傷者数のくいちがいを尋ねられた時、その航空会社の担当者
は、旅客名簿には幼児が含まれていないので、犠牲者の正確な数はまだわから
ないと述べた。

	 820.	その病院は、あるかもしれない二次感染を防ぐため、注射針を1回より多く使
うことを厳禁した指針を、守っていなかったのかもしれない。

	 821.	逃げようと絶望的にもがく中で、多くの人達が、爆発がその高層ビルを記録に
残る最悪の火炎地獄と化した時、飛び降りて死んだ。

	 822.	ワールドカップの予選が近づくにつれて、サッカー協会の一部の幹部と高圧的
なフランス人監督の間のずっと続いていた確執は、重大な結果をもたらすこと
なく沈静化した。

	 823.	チトー将軍に率いられたパルチザンは、その伝説的英雄に忠誠を誓った市民達
の秘密組織に支えられて、ナチに占領された国に浸透することに成功した。

	 824.	ハワイにある国立天文台は、直径 8.2 メートルの巨大望遠鏡で、無限の宇宙の
これまで秘密に包まれていた現象を、解明することに成功した。

	 825.	いくつかの先例が頭にあるので、医師の中には、腸の炎症を引き起こすかもし
れないその新しく認可された抗生物質を処方するのを、控える人もいる。

	 826.	新しく合併した巨大銀行の経営陣の無謀な判断が、その銀行の威信と信用を傷
つけ、この金融機関に重大な損害を与えた。

	 827.	日本の農家は、海外からの農産物の流入に対抗するのにそれほど多くの時間が
残されているわけではないので、出来るだけ早く生産性を高めねばならないこ
とは避けられない。

	 828.	日本は、いわゆる失われた 10年からいかにしてこの国を立ち直らせるかを検
討している政府審議会によって提出された勧告に沿って、世界的な視野から、
その社会的インフラを改善する努力を強化した。

	 	＊失われた 20 年	Two	Lost	Decades
	 829.	封切りされたその映画は、日本映画の全盛時代への郷愁をもつオールドファン

UNIT 21
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fans who have nostalgic feelings for the heyday of the Japanese cinema.
	 830.	 Such shoes were regarded as a symbol of a powerful family and similar ones 

were excavated on the Korean Peninsula, indicating an interchange with 
the inhabitants there at an early time in history.

	 831.	 The American scholar said in her noted work that the sense of shame 
inherent in Japanese culture had been fostered during the feudal age. 

	 832.	 Products employing state-of-the-art technology are very expensive in the 
initial stage, but their costs usually plunge with the start of mass production.

	 833.	 The artificial satellite was injected into orbit at an altitude of 1,000 
kilometers to start its eight-day journey to Mars, the planet nearest to the 
earth.

	 834.	 The painter died in prison as a death row inmate at the age of 95 after 
serving nearly 40 years for his alleged indiscriminate murders since his 
appeals for a retrial had been turned down nearly 20 times.

	 835.	 With further technological innovation of oil rigs, it might be possible to tap 
crude oil in the Middle East for longer than the anticipated period of scores 
of years.

	 836.	 Upon receiving inquiries from the FAA on the take-off system in question, 
all passenger airplanes of the same model were ordered grounded until 
further notice.

	 837.	 The novelist went almost insane from the agony he suffered over the death 
of his beloved wife who dedicated her life to helping him with sincerity.

	 838.	 Eyewitnesses say the two helicopters, which had been spraying insecticide 
over the reclaimed land since the morning, suddenly nosedived and collided 
at an altitude of 15 meters. 

	 839.	 It has been learned that a woman in her 30s gave birth  to a baby girl through 
artificial insemination by using her late husband's sperm two years after his 
death.

	 840.	 PC beginners are often at a loss what to do when they meet with an abrupt 
insertion of a warning or a blue screen while using the sophisticated digital 
machine.
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UNIT 21

を満足させるあらゆる内容を、含んでいる。
	 830.	そのような靴は有力な一族の象徴とみなされており、同じような靴が朝鮮半島

でも発掘されていて、古代における朝鮮半島の住民との交流を示唆している。

	 831.	そのアメリカ人の学者は、彼女の有名な作品の中で、日本文化に固有の恥の感
覚は、封建時代に育まれたものだと言った。

	 832.	最先端科学技術を用いた製品は、最初の段階ではきわめて高価だが、その生産
原価は普通、大量生産の開始とともに急落する。

	 833.	その人工衛星は、地球に最も近い惑星である火星への８日間の旅を始めるため、
高度 1,000キロメ−トルの軌道に発射された。

	 834.	その画家は、再審の申し立てが20回近く却下されたため、無差別殺人とされ
る罪で40年近く服役した後、95歳で死刑囚として獄死した。

	 835.	石油掘削装置の更なる技術革新で、予想されている数十年という期間より長く
中東で原油を採掘できるかもしれない。

	 836.	問題の離陸装置についてのアメリカ連邦航空局の問い合わせを受け取ると直ぐ、
同じ型式の全ての旅客機が、つぎの指示があるまで地上待機を命じられた。

	 837.	その作家は、人生を心から彼を助けるために捧げてくれた愛する妻の死によっ
て受けた苦悩で、ほとんど正気を失った。

	 838.	目撃者によると、その2機のヘリコプタ−は、朝から埋立地の上空で殺虫剤を
散布していたが、突然急降下し、高度 15メ−トルで衝突した。

	 839.	 30代の女性が、夫の死後2年経って彼の精液を用いて、人工授精で女の子を
産んでいたことがわかった。

	 840.	パソコン初心者は、この精巧なデジタル機器を使っていて、突然警告や青いペ−
ジが挿入された時には、しばしばどうしてよいかわからなくなる。
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LISTENING COMPREHENSION TEST  21

Most Japanese think that the 2002 FIFA World Cup in Japan and South Korea 
was a success although some people were indifferent to the world's biggest sport 
event.  The co-hosts fulfilled their responsibility with South Korea advancing to 
the semifinals and Japan rolling to the top 16.  The South Korean eleven in red 
uniforms aggressively challenged the favored teams from Europe and were 
finally placed fourth.  The Japanese squad in blue shirts drew with Belgium and 
edged out Russia and Tunisia to advance to the final tournament.  When the 
whistle blew to herald a new chapter in Japan's football history, quite a few 
Japanese were deeply impressed by the scene in which passionate French coach 
Philippe Troussier embraced some of the eleven whom he called his sons, 
shedding tears. In the final showdown held in Yokohama, Brazil won the 
championship by overwhelming Germany.  It was reported that a total of 35 
billion people across the world watched the month-long event televised live from 
Japan and South Korea, the first-ever host countries in Asia. Thanks to 
international precautionary measures, the predicted influx of hooligans was 
effectively controlled.  What marred the feast was again the inept distribution of 
tickets.  Enthusiastic supporters who failed to get precious tickets were indignant 

 1. (  ) abide by
 2. (  ) consulate
 3. (  ) corrupt
 4. (  ) diameter
 5. (  ) embrace
 6. (  ) exaggerate
 7. (  ) feast 
 8. (  ) herald
 9. (  ) influx 
 10. (  ) inept

 1. the line across the center of a circle
 2. to mark an epoch for
 3. to remain faithful to
 4. gala festival
 5. the office of a diplomat with the rank of consul
 6. lacking in skill for a particular task
 7. continuous incoming of something in large numbers
 8. easy to accept bribes
 9. to overstate beyond the truth
 10. to hold in the arms as a gesture of affection

WORD TEST		21

［I］Fill	the	blanks	with	numbers	followed	by	the	corresponding	explanations.

 1. The spokesman said his remarks were mis(OOOOO) and quite different 
from what he really meant.

 2. The PLO says the Israeli military attacks on Palestinians in the Gaza Strip 
are a (OOOOO) of the UN resolution.

 3. Most Japanese got (OOOOO) at North Korea's notice that eight of the 
abducted people were dead. 

 4. The death row (OOOOO) jumped to his death from the fence of the prison 
after being chased by a group of guards. 

 5. Thanks to (OOOOO) measures in a timely way, hooligans were prevented 
from entering Japan.

［II］Fill	the	blanks	with	suitable	words	used	in	the	exercise.



UNIT 13

13

UNIT 21

WORD TEST		21　答
［I］   1. (3),　2. (5),　3. (8)　4. (1)　5 (10)　6. (9)　7. (4)　8. (2)　9. (7)　10. (6)
［II］  1. (interpreted)　2. (breach)　3. (indignant)　4. (inmate)　5. (precautionary)

LISTENING COMPREHENSION TEST  21　訳

QUESTIONS  21　答

たいていの日本人は、日本と韓国で開かれた2002年ワールドカップサッカ−は成功だっ
たと考えている。もっとも、一部には、この世界最大のスポ−ツイベントに関心を示さなか
った人もいる。両主催国は、韓国が準決勝に進み、日本が決勝ト−ナメントへ駒を進めたこ
とで責任を果たした。赤いユニフォ−ムの韓国チ−ムは、前評判のよかったヨーロッパ勢に
果敢に挑戦し、結局４位になった。青いユニフォ−ムの日本チ−ムは、ベルギ−と引き分け、
ロシアとチュニジアを退けて決勝トーナメントへ進んだ。日本のサッカ−史上に新しい1
章を開いたホイッスルが鳴った時、少なからぬ日本人が、熱血漢のフランス人監督、フィリ
ップ・トルシェが涙を流しながら、息子達と呼んだ日本チ−ムの何人かを抱きしめたシ−ン
に深く感動した。横浜で行われた決勝戦では、ブラジルがドイツを圧倒して優勝した。世界
中で延べ350億人が、アジアで初めて主催国となった日本と韓国から生中継された１ヵ月
間のこのイベントを見たという。国際的な予防措置のおかげで、予想されたフ−リガンの流
入は効果的に抑制された。この祭典を傷つけたのは、再び入場券の不適切な配布であった。
この貴重な入場券を入手しそこなった熱心なファン達は、お互いに非難しあう国際サッカ−
連盟とロンドンの代理店、それに日本の組織委員会に憤慨した。

1.   The Japanese eleven advanced to the final tournament of 16 teams for the first time by 
drawing with Belgium and edging out Russia and Tunisia. The squad heralded a new 
chapter in Japan's football history.

2.   Because they failed to grab the chance of a lifetime to see a World Cup soccer game by 
the inept distribution of tickets. Furthermore, the three shied away from taking 
responsibility for the sloppy measures.

QUESTIONS  21
 1. What was the showing of the Japanese squad in the FIFA World Cup ?
 2. Why did enthusiastic supporters get indignant with FIFA and its agent as well as the 

Japanese organizing committee ?

with FIFA, its agent in Britain and the Japanese organizing committee which in 
turn blamed one another. 
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分類して置けば、BOOK-5で英文を書く際の参考になる。
②　英文用例　
　「茅ヶ崎方式英語学習法」は、「国際英語基本 4,000語」を使用語（production 

word）化するための学習法であるから、「国際英語基本 4,000語」を辞書として活用
しながら、各教本の用例をマスターして、英語の運用法を学ぶ。用例は各 UNIITに
40ずつ合計 800あり、各用例には BOOK-3, BOOK-4に割り当てられた 2,000語（赤字）
が平均３語以上、繰り返し埋め込んである（黒字は BOOK-1, BOOK-2の用語の繰り
返し）。また 40の用例の中に、その UNITの L-C-Tに関連した用例を 3用例程度入
れてある。用例の長さは BOOK-3（25語〜 30語）よりやや長めにしてある（30語
〜 40語）。「茅ヶ崎方式英語学習法」は、LISTENINGを基盤とする学習法であるから、
まず、用例の音声教材（CD or カセット別売）を何回か聴いて内容をメモする（日
本語 or 英語）。わからない語、不確かな語は「基本 4,000語」で確認し、さらに音声
教材を聴いて、80％聴き取れたら、日本文と照合する。聴き取れなかった部分、間
違っていた部分を確認し、完全に聴き取れるまで聴きなおす。この程度の英文が一
度で聴き取れるようになれば、LISTENINGの基盤は出来たといってよい。また、
英字新聞を読むための基盤になるだろう。
③　訳文
　日本文は、聴き取り練習の際に英文の内容を確認する他、英文用例の reproduction

に用いる。そのため、日本文は逐語訳に近く、出来るだけ主語を文頭に出し、それ
に対応する述語動詞を文尾に配置するとともに、文中にはなるべく英文のチャンク
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に対応するように句読点が付してある。主語、述語とチャンクを手がかりに、英文
を構成して、英文の構造を論理的に理解する。チャンクを対応させるため、日本文
は日本語としてはこなれた表現にはなっていない。UNIT 31 以降は、自己訓練のため、
句読点を減らしてある。不確かな spellingや pronunciationは、「基本 4,000語」で確
認する。完成したら英文用例と照合する。日本文から口頭で英文用例が reproduce出
来るまで続ける。用例中の赤字の語について、WORD LISTから同じ語を含む用例を
検索し、contextの中での語の使い方に慣れる。
④WORD TEST〔Ⅰ〕
　その UNITの英文用例に用いた 2,000語該当語 (赤字 )が身についているかどうか、
connotationを含めてチェックするための 10問。右側は、左側の単語を英語で説明し
たもの。左側の（　）内に、右側の該当する番号を記入する。わからなければ、40

の用例を見直す。これら 10語の半数程度は、この UNITの LCTに用いられている。
このテストは、英英辞書を引くための準備でもある。解答は右または左ページ下段。
⑤WORD TEST〔Ⅱ〕
　主として、その UNITに用いられた慣用句が身についているかどうかをチェックす
る５問。（　　　）に適切な語、語句を記入する。わからなければ、40の用例を見直
す。また、その UNITの LCTに用いられている 2,000語該当語のうち、その UNIT

の用例では用いられていない語が使用されている。解答は右または左ページ下段。
従って、WORD	TEST〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕は、そのUNIT の LCTの予習でもある。
⑥　LISTENING COMPREHENSION TEST…（LCT）と訳文
　300語前後のまとまった英文を聴いて大筋を理解するための学習（BOOK-3は 250

語前後）。用いられている語は、全て基本 4,000語の範囲内である。BOOK-3, 

BOOK-4該当語（赤字）が 20語前後含まれている。そのうち半数前後は、その
UNITの用例で用いたもの。また、keyとなる語はWORD TEST〔Ⅰ〕で、用例で用
いられていない語のいくつかはWORD TEST〔Ⅱ〕で予習してある。従って、１回
で 50%程度、３回で 80％は聴き取ることが望ましい。これ以上は聴き取れないと思
ったら、訳文（後半に記載）を見て、わからない部分、不確かな部分を書き出し、
英文で確認してから聴きなおす。先を急がず，聴き取れない原因に気付き、それに
対応していくことが大切である。

⑦　QUESTION ＆ ANSWER

 LCTの内容が理解できているかどうかのチェック。QUESTION１は、LCTの中に
答えがある。
 QUESTION２では、100語程度で自分の考えを述べる。ANSWER２は、著者の意
見である。
 （解答は後半に記述）。自らの意見を述べようと努力することが対話（BOOK-5）へ
つながる。どのような設問にも、基本 4,000語で答えられることが実証されているが、
背景知識がないと、なかなか十分な答えは出てこないだろう。なお、BOOK-1から
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続いている Q＆ Aで、質問の文章はできるだろうから、LCTの内容をもとに、自問
自答してみるのもよい。HOW	TO	SAYからWHAT	TO	SAYへ。
⑧　WORD　LIST

 BOOK-3, BOOK-4該当の全 2,000語を掲載。数字は用例番号、T- は LCTの略。最
大で５用例、LCTの番号を記載してあるから、同じ語を用いた用例を自ら集めるこ
とによって，記憶を確実にするとともに、その語がどのような contextの中で用いら
れるかがわかり、語の運用力が身につく。この LISTを利用して、使用語化出来た語
を蛍光ペンで消していき、残りの語を少なくして記憶すると効果的である。別売の
チェックシートを使用してもよい。
⑨　文法事項・慣用語法一覧
　外国語を学ぶ上で、文法（ SYNTAX ）の学習は、絶対的に必要であり、近道でも
ある。英文の SYNTAXをきちんと身につけなければ、英文を頭から聞いて理解する
ことは難しいし，これが身につけば、聴いている部分から、次を予測することも出
来る。英語を書く（BOOK-5）ことになると、SYNTAXの知識が正確に身についてい
なければ、お手上げである。ただし、学ぶ時期、内容、学び方を間違えるとうまく
いかない。新聞も満足に読めないうちに、文法を教えても効果は薄いし、重箱の隅
を掘るような些細な規則にこだわったり、規則を規則として教えるだけでは身につ
かない。文法事項・慣用語法については、BOOK-1に基本的な説明をしてあるが、
SYNTAXに関心を持ってもらうことが目的であり、ここでは、ざっと目を通すだけ
でよいと断ってある。BOOK-2,BOOK-3,BOOK-4と多数の用例を学ぶうちに、
BOOK-1での演繹的な説明が、帰納的に理解できるようにしてある。また、英語を
話したり、書いたりする際に、国際的に通用する慣用語句を知っていると，自分の
意思を伝えるのに効果的である。これらを、自ら整理し、確認するのに、この一覧
を活用する。数字は使用している用例の番号で、重要なものほど、多くの用例を記
載してある。

　著者・用例作成協力者略歴
　作成協力者の皆さんは、茅ヶ崎方式英語会の学習会で会員として数年を学び、講
師としても 10年以上の経験を持つ方々で、小川信子さんは、30年前、茅ヶ崎方式英
語会が、茅ヶ崎駅近くの貸し教室で誕生した時の 11人の第１期会員の１人、矢内良
一さんは第２期会員であった。こうした方々の，長きに亘る献身的な協力がなければ、
教本の改定は不可能だった。改めて心から、感謝したい。
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