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英語チップス from 英検 ～Talking English with Yuji and Peter～ 

第４回：基本動詞と“友達”になる: get をゲットしよう！  Script（和訳付き） 

 

■Opening Message 

 

Yuji: Hi, everybody! Welcome back to “Eigo Chips from Eiken”. Once again, I’m Yuji. 

    （こんにちは，皆さん。「英語チップス from 英検」を再び聞いてくれてありがとう。またまたユウジです。） 

 

Peter: And I’m Peter! Hello, everyone! How are you doing these days? Having fun? As always, 

we’re here to help you learn English. OK, Yuji, let’s get started! 

    （ピーターです。こんにちは，皆さん！ 最近，調子はどうですか？ 楽しく過ごしていますか？ いつもの

ように皆さんの英語学習のお手伝いをしていきます。ユウジ，さあ始めよう！） 

 

Yuji: All right, here we go! 

   （そうですね，それでは始めましょう！） 

 

 

■Introduction （導入） 

 

Peter: OK, as usual, let’s start the show with a quick review.  

  （はい,ではいつものように短い復習から番組を始めましょう。） 

 

Yuji:  Yes! はい，ウォームアップです。いつものように前回取り上げた表現を復習します。今回

も Quick Translation，「瞬間通訳」を使います。  

      Are you ready? Here’s the first one. Please translate the following Japanese sentence into 

English.  

   （準備はいいですか？ 最初の文です。日本語の文を英語に訳してみてください。） 

 

「楽しんできてね。」 

 

Peter: Have a good time. 

  （楽しんできてね。） 

 

Yuji:  This is a way to wish someone well before they are going to do something.  

  （これは何かをするつもりの人がうまくいくように願う時の使い方です。） 

 

Peter: So the next time your friend is going to do something fun, for example, go to Disneyland 

or go on a trip, you can say, “Have a good time.” 

 （ですので，例えば，友達がディズニーランドに遊びに行ったり，旅行に出掛けるといったような何か楽

しいことをこれからするというときに，“Have a good time.”と言うことができます。） 
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Yuji:  Good. Now, let’s go on to the second one. Translate the following Japanese sentence into 

English: 

  （そうでしたね。それでは２問目に移りましょう。次の日本語の文を英語に訳してください。） 

 

「昨夜はいい夢を見ました。」 

 

Peter: I had a good dream last night. 

   （昨夜はいい夢を見ました。） 

 

Yuji:  Mm...Remember that in English, people say “… have a dream …” not “… see a dream …”. 

   （そうですね…英語では“… see a dream …”ではなく，“… have a dream …”というと覚えておいてくださいね。） 

 

Peter: Yes. This is one of the difficulties of translating word-for-word. Sometimes, an expression 

in one language, like 「夢を見る」 in Japanese, is a little bit different in another language, 

like “… have a dream …” in English. 

  （はい。逐語訳の問題はいろいろありますが，これがそのひとつです。日本語では「夢を見る」というの

に対し，英語では“… have a dream …”というように，ある言語の特定の表現が別の言語では異なるとい

うことがあります。） 

 

Yuji:  Good point, Peter. OK, next, please translate this into English: 

    （大事なポイントですね，ピーター。それでは次の文を英語に訳してみてください。） 

 

「手伝ってもらう時間がありますか。」 

 

Peter: Do you have time to help me? 

    （手伝ってもらう時間がありますか。） 

 

Yuji:  How did you do? Did you remember those tips and phrases? 

   （皆さんどうでしたか？ tips やフレーズは覚えていましたか？） 

 

Peter: It’s also important to keep going back and reviewing things that you learned in the past, so 

we want to add a few review points from our past podcasts as well. 

   （大切なのは前に学んだことを振り返りながら，復習し続けることです。ということで，今までのポッド

キャストからも何点か復習してみたいと思います。） 

 

Yuji:  Right. それでは第１回目，第２回目からの表現も振り返ってみます。 

    So please translate this into English: 

   （はい，それではこれを英語にしてください。） 

 

「“ホッケー”というのは”アイスホッケー”という意味ですか。」 
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Peter: By “hockey” you mean “ice hockey”, right? 

    （“ホッケー”というのは”アイスホッケー”という意味ですか。） 

 

Yuji:はい，相手の言った言葉を確認したいときに用いるのが，この by “～ “you mean “…”でし

たね。And finally…translate this Japanese sentence into English: 

   （では最後に…この日本文を英語に訳してください。） 

 

「ワシントン D.C.はアメリカの首都です。」 

 

Peter: Washington DC is the capital of the United States. 

    （ワシントン D.C.はアメリカの首都です。） 

 

Yuji:はい，ウォームアップ，いかがでしたか。英語の表現を「脳内の辞書」に残すのには何度

も，何度も recall，つまり意識的に思い起こすことが肝心なんですよ。 

 

 

■Today’s Tips （今日のおいしい話） 

 

Peter: So, Yuji, do you have any idea what you want to talk about today? Do you think we should 

continue talking about simple verbs? 

    （ということで，今日取り上げたいトピック，何かあるかな，ユウジ？ このまま基本動詞についての話

を続けるのがよいよね？） 

 

Yuji:  That is exactly what I was thinking, Peter. This month, why don’t we focus on the verb get? 

Like with have, there’re lots of common expressions in English that use get. 

   （まったくもって同感，ピーター。今月は get に注目してみましょう？ have と同じように get にもよく

使われる用法がたくさんあるのです。） 

 

Peter: That’s sounds like a great idea. 

   （いいアイディアだね。） 

 

Yuji:  So why don’t we start with the most common meaning of get? Our listeners are probably 

familiar with this use, meaning to “obtain or acquire something.” 

    （では，get の最も一般的な意味から始めてみましょう。リスナーの皆さんは恐らく“何かを得る，習得す

る”という使い方を知っていると思います。） 

 

Peter: Yes, that is a common meaning. Like in the sentence, “I went to the store and got some 

milk.” In fact, recently this meaning of get is even used in Japanese, like in 「Hey! Say! 

JUMP のライブチケットをゲットした。」. 
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    （そうですね，それがよく使われる意味です。“私はお店に行って牛乳を手に入れた。”という例文にある

get ですね。それどころか，最近ではこの意味の get は日本語でも使われています。「Hey! Say! JUMP の

ライブチケットをゲットした。」のようにね。） 

 

Yuji:  Right, 英語の方は I got a ticket for the Hey! Say! JUMP concert. でしょうかね。 

   はい，今月も英語の骨格となる基本動詞を取り上げることにしました。今回は get に焦点

を当てます。get の基本義は「手に入れる」です。この基本義から様々な用法が発展してき

ました。 

 

Peter: Another common way to use get is to mean to answer the phone or answer the door. So if 

the phone is ringing, you might say to your brother or sister, “Can you get that?” 

    （２つ目の広く使われる用法は，電話や玄関のチャイムに出ることを意味する get です。例えば電話が鳴

っているときには，兄弟に“電話出てくれる？”と言うこともあるね。） 

 

Yuji:  Right, or if the doorbell rings, you can say, “I’ll get it.” 

    （そうだね。もし玄関のチャイムが鳴ったら，“私が出るよ。”と言うこともできるね。） 

 

Peter: Now we should tell our listeners that this is an informal use of “get”. 

    （ただし，リスナーに押さえてもらいたいのは，この get はインフォーマルだということです。） 

 

Yuji:  Yes. So it’s OK to say this to your family or friends, but with other people it’s probably 

better to use “answer”. 

    （その通り。家族や友達に対しては使うことができますが，他の人々には“answer”を使う方がいいでしょう。） 

 

Yuji:はい，２つ目の用法は，電話や玄関のチャイムに出たりするとき，「私が出るよ」と言うと

きの get です。「手に入れる」とは少し違いますが，get はこんな場合にも使えます。ただ，

これはインフォーマルな使い方で，例えば，家族や友達など親しい人の間で用いられると

いうことをチェックしておいてください。 

 

Yuji:  OK, a third common use of get is to say that you are sick. 

   （はい，３つ目の get の用法は，病気にかかったときに用いられるものです。） 

 

Peter: That’s right. We would say get plus the name of the illness, so we might say, “Last winter, 

I got the flu.” 

    （その通りだね。get に病名を付け足して使うことができます。“去年の冬，インフルエンザにかかった。”

のように言います。） 

 

Yuji:  Have you gotten sick yet this year, Peter? 

   （ピーターは今年，病気になった？） 
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Peter: Not so far. And if I’m lucky I won’t get sick for the rest of the year, either. How about you, 

Yuji? 

    （今のところはないよ。それに，ラッキーなら病気にならずに１年の残りを乗り切れると思うよ。ユウジ

はどう？） 

 

Yuji:  I got a small cold in March, but other than that I’ve been OK. Peter, we also use have for 

sickness, don’t we? 

    （３月に軽い風邪をひいたんだけど，それ以外は順調だよ。ところでピーター，病気には have を使うこ

ともできるよね？） 

 

Peter: You’re right Yuji. We can use both have and get to talk about illness, but there really isn’t 

much of a difference between the two. So the sentences, “I had a headache in math class,” 

and “I got a headache in math class,” have similar meanings. 

    （その通りだね，ユウジ。病気に関しては have も get も使うことができますが，両者に大きな意味の違

いはありません。“I had a headache in math class.” と “I got a headache in math class.”は同じような意

味です。） 

 

Yuji:  Right. はい，３つ目の用法は，「得る」は「得る」でも，イヤな病気を得るという意味の

get です。日本語では「かかる」とか，「もらう」などと言いますね。前回扱った have に

も同じ用法がありますが，get と have には意味上の差異はありません。いずれにしても「病

気にかかる」を意味する get / have は，別の機会にまとめて取り上げる予定にしています。 

 

Peter: A fourth use of get is with the meaning of “to arrive”. 

    （４つ目の用法は“到着する”ことを意味する get です。） 

 

Yuji:  Yes. If you are on the train going to meet your friends in Shibuya, you might send them a 

message saying, “My train gets to Shibuya at 12:30.” 

    （そうですね，もし渋谷で友達に会うために電車に乗っていたら，“12:30 に渋谷に着くよ。”とケータイメ

ッセージを送ることになるでしょう。） 

 

Peter: Right. Or before you go out, your mother might ask you, “What time are you going to get 

home?” 

    （その通り。また，どこかに出掛ける前にお母さんから“何時に帰ってくるの？”と聞かれるかもしれませ

んね。） 

 

Yuji:はい，４つ目の用法は皆さんにもおなじみだと思いますが，「ある場所に至る」ことを意味

する get です。この場合の get は到達する地点を示す前置詞 to を伴いますが，「そこへ着く」

get there というときには副詞の there があるので，to は入れないようにしてくださいね。 
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Yuji:  OK. Another common use of get is to give the idea that someone or something is starting 

to be or becoming. 

    （そして５つ目のよく使われる用法は，“ある状態に達する”や，“～になる”ということを表す get です。） 

 

Peter: Yes, and with this meaning of get, we usually use the be +～ing form of the verb. For 

example, in July we might say, “It’s getting hot, isn’t it?” Or around lunchtime someone 

might say, “I’m getting hungry.” 

    （そして，この意味での get では，一般的に be 動詞と動詞の ing 形を一緒に使います。例えば７月だった

ら，“だんだん暑くなってきたね？”と言うと思います。またお昼ご飯の前になると，“お腹が空いてきた”

というように誰かが使うかもしれませんね。） 

  

Yuji:  We should also point out that with this meaning, the word after “get” is usually an 

adjective (形容詞) or a stative verb (状態動詞), like “to be” or “to like”. 

    （この get でさらにおさえておきたいのは，一般的にこの用法の“get”の後には形容詞か，“to be”や“to like”

のような状態動詞が来ることです。） 

 

Peter: Excellent point, Yuji. So we can say, “I’m getting fat,” because “fat” is an adjective (形容詞). 

    （素晴らしい点だね，ユウジ。ということで，“I’m getting fat.”「太ってきた。」と言うことができるのは，

“fat”が形容詞だからです。） 

 

Yuji:  Right. And we can also say, “I’m getting to be like my father,” because “to be” is a stative 

verb (状態動詞). 

    （その通り。同じように，“I’m getting to be like my father.”ということができるのも，”to be”が状態動詞

だからですね。） 

 

Peter: But we cannot say something like, “It’s getting to rain,” because “to rain” is a dynamic 

verb (動態動詞) not a stative verb (状態動詞). Instead, in this case, I have to say, “It’s 

starting to rain.” The difference is that dynamic verbs (動態動詞) describe actions that are 

happening, words like “to run”, “to play”, “to study”, or “to eat”, and stative verbs (状態動

詞) describe situations, words like “to be”, “to seem”, “to like”, or “to hate”. 

    （しかし，“It’s getting to rain.”とは言うことができません。というのは，“to rain”が状態動詞ではなく，

動態動詞だからです。代わりにこの場合は，“It’s starting to rain.”と言わなければなりません。二つの動

詞類の違いは，動態動詞は“走る”， “遊ぶ”， “勉強する”，そして“食べる”など，実際に起こる動作を表

すのに対して，状態動詞は“なる”， “のようだ”， “好む”， “嫌う”のように状況を表すことです。） 

 

Yuji:  Peter, this is getting complicated. I think I better take some time and explain this to our 

listeners in Japanese. 

    （ピーター，だんだん難しくなってきているね。少し日本語でリスナーに説明した方がよさそうだね。） 
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    はい，５つ目は４つ目の用法と似ていますが，「ある状態に達する」という意味を表す get

です。日本語でいう「～になる，～の状態になる」というときに用いられます。 

この場合，Peter があげた It’s getting hot, isn’t it? のように，今の状態の変化を言って

いるので ing が付いた getting という進行形になることは納得ですね。この場合，getting

の後には hungry とか fat のような形容詞が来ます。 

gettingの後ろに to不定詞が来る場合には，Peterの例にあるように，＊It’s getting to rain. 

とは言いません。get は run や play などの動態動詞，動作を表す動詞とは仲がよくないん

です。あくまで状態が変化すると言っているわけなので，後ろに来る動詞は be や seem な

ど，状態を表す状態動詞です。 

 

Peter: OK, so as a quick review, we’ve talked about using get in 5 different ways. First, we 

commonly use get with the meaning of acquire or obtain, like in the sentence, “I got some 

rice at the store last night.” Second, we can use get when we talk about answering the 

phone or the door, as in the sentence, “The phone is ringing. Do you want me to get it?” 

Third, we can use get when we talk about being sick, as in the sentence, “I got the flu last 

week, so I didn’t go to school.” And the fourth way we talked about using get is for the 

meaning of to arrive, as in the sentence, “What time are you getting to school tomorrow?” 

Finally, the last use of get that we talked about is with the meaning of starting to be or 

becoming, as in the sentence, “Your English is getting really good.” 

     （それでは，ここで総まとめをしましょう。私たちはまず「手に入れる，獲得する」を意味する get を

取り上げました。例えば“昨夜お店でご飯を買いました。”という文の get です。次に，電話や玄関のチャ

イムに出ると言う時にも get を使うともお伝えしましたね。例えば“電話が鳴っているけど出た方がいい

かな？”というように使います。そして病気にかかる時の get の用法にも触れました。例文としては，“先

週インフルエンザにかかったので学校に行けませんでした。”のような get です。また，“到着する”こと

を意味するときにも“明日何時に学校に着く予定ですか？”というように get を使います。最後にお話しし

たのは，“～になる”という意味の get についてです。“あなたの英語はとても上手くなってきています。”

というように使われます。） 

 

Yuji:はい，ということで get の代表的な５つの用法をお伝えしてきました。もう一度，簡単に

整理しておきます。 

     一番よく使われるのが「手に入れる，獲得する」という意味の用法です。２番目の用法は

「電話に出る」という場合の get でした。３番目は病気，症状を表す get です。そして４番

目の get は「達すること」を意味します。そして５番目の用法は日本語の「～になる」に相

当する状態の変化を表現する get です。 

    もちろんこの他にも get の用法はたくさんあるので，英和辞書や参考書で確認して，知識

を get してください。 

    大切なのは入れたままにしないことですよ。input した知識を使う機会を自分自身で作っ

て output をすることを忘れないようにしてください。友達とメールやラインで使ったり，

日記を書いたり，そうそう「よろず相談コーナー」に英語で質問するのもありですよ。Did 

you get it? 
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★Words & Phrases★ 

 

Yuji:はい，それではここで Words & Phrases です。今月も tips を盛り込みます。 

    Peter, all set? 

   （ピーター，準備は完璧かい？） 

 

Peter: continue (x2) Yuji:「～し続ける」 

 

Yuji:はい，ここでは continue の後ろに～ing，動名詞を伴っていて，「～することを続ける」と

いう意味で用いられています。 

    continue には「間断なく，習慣的に～を続ける」という意味合いがあるのがポイントです。

まさに英語の勉強がそうですね。なお，発音するときには，最初の con は「コン」ではな

く，喉の奥を締める感じで，/kn/と言うようにしてください。Peter? 

 

Peter: “We should continue talking about simple verbs.” 

     （私たちは基本動詞について話し続けるべきである。） 

 

Yuji:  next is … 

 

Peter: common (x2) Yuji:「共通の」 

 

Yuji:はい，「共通」という漢字からも分かるように，２つ以上のものに通じる，共通するという

意味合いがこれにはあります。 

 

Peter: Why don’t we start with the most common meaning of get? 

    （get の最も一般的な意味から始めませんか？） 

 

Peter: The next word is … 

 

Yuji:  obtain (x2) Peter:「獲得する，得る」 

 

Yuji:はい，これはちょっと難しい単語ですね。これはラテン語から英語に入ってきたもので元々

は「保持する」という意味でした。そこから，「人がものを得る，手に入れる」という意味

で用いられています。普通の会話では get という方が簡単ですね。 

 

Peter: You have to obtain permission to go in there. 

    （そこに入るには許可を得る必要がある。） 

 

Yuji:これは対話の例文ではないので簡単に訳を添えておきます。have to は「周囲の状況から～

しなければならない」，permission は「許可」，to go in there は「そこに入るために」です
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ね。併せて「そこに入るには許可を得る必要がある。」という意味になります。 

 

Yuji:  The next word is … 

 

Peter: acquire (x2) Yuji:「（知識など）を得る」 

 

Yuji:はい，これも obtain と同じラテン系の単語です。obtain の方が「ものを得る」に対して，

こちらは「知識や学問を得る」という意味になります。 

 

Peter: He acquired a US working visa. 

   （彼はアメリカの就労ビザを得た。） 

 

Yuji:はい，これにも解説を付けておきます。working visa は「就労ビザ」のことで，これがな

いと外国で正式な仕事はできません。ここは「彼はアメリカの就労ビザを得た。」という意

味です。 

 

Peter: Next is … 

 

Yuji:  In fact (x2) Peter:「それどころか」 

 

Yuji:はい，高校で最初に出てくる in fact は「実際は，事実上」という意味だと思いますが，そ

の他に「それどころか，むしろ」という意味もあるのです。「ゲットする」という意味の用

法は，日本語にも入ってきていると Peter が強調して使っています。 

 

Peter: In fact, recently this meaning of get is even used in Japanese. 

  （それどころか最近ではこの意味の get が日本語でも使われている。） 

 

Yuji:  OK. The next word is … 

 

Peter: informal (x2) Yuji:「口語の，くだけた」 

 

Yuji:はい，この単語も日本語に入っていますね。「公式の，正式の」を表す formal の反意語が

informal です。「非公式の，形式ばらない」という意味からさらに「口語の，くだけた」と

いう意味が発展してきました。 

 

Peter: This is an informal meaning of get, so we should only use it with friends and family. 

   （これは少しくだけた get の意味なので，友達や家族だけに使うべきである。） 

 

Peter: The next word is … 
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Yuji:  illness (x2) Peter:「病気」 

 

Yuji:はい，あまりかかわりを持ちたくない単語ですね。illness は「長期の病気や心の病」を表

します。ややフォーマルな言葉です。これに対して，I’m sick.というときの sick の名詞形，

sickness はインフォーマルで，体調不良の状態を表し，とくに「吐き気」をもよおす状態

のときに用いられます。 

 

Peter: I had a serious illness and had to be in the hospital for a month. 

   （私はひどい病気にかかって，１ヵ月入院することになってしまった。） 

 

Peter: The next word is … 

 

Peter: flu (x2) Yuji:「インフルエンザ，流行性感冒」 

 

Yuji:はい，これは日本語に入っていますね。インフルエンザ・ウイルスを病原とする急性の呼

吸器感染症の総称です。元々はイタリア語で「影響」を意味する influenza（インフルエン

ツァ）から英語に入った言葉です。会話では少し長いので，the を付けて flu と略して用い

られます。 

 

Peter: I got the flu last winter, so I had to miss a week of school. 

   （昨年の冬インフルエンザにかかったので，１週間学校を休まなくてはいけなかった。） 

 

Peter: Next is … 

 

Yuji:  so far (x2) Peter:「ここまで，これまで」 

 

Yuji:  so far は日本語で言うと，「今のところ」に相当します。つまり過去から現在のある一時点

までを限定する役割があります。会話で： 

   Y: “How’s your project coming?” （プロジェクトの進み具合はどう？） 

   P: “So far, so good.”（今のところ，まあまあだよ。） 

    

   といったやりとりを聞くことがあると思いますが，答えの so far は「ここまでは」と，あく

まで期間を限定しているわけです。 

 

Peter: Luckily, I haven’t gotten sick so far this year. 

  （幸運なことに，今年はまだ病気になっていない。） 

 

Peter: The next word is … 

 

Peter: describe (x2) Yuji:「描写する，説明する」 
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Yuji:はい，describe は「～を（言葉や文章で）言い表す，説明する」という意味の単語です。

元々はこれもラテン語で絵や図などの下に説明を言葉で書いたことに由来します。 

 

Peter: Dynamic verbs describe actions that are happening. 

  （動態動詞は今起きている動作を表す。） 

 

Peter: The next word is … 

 

Yuji:  complicated (x2) Peter:「複雑な」 

 

Yuji:はい，難しい形容詞ですが，イメージとしては糸が絡み合った状態を思い浮かべてくださ

い。「ひとつひとつのもの・事が絡み合って，込み入った，分かりにくい」というのがこの

言葉の本質です。 

 

Peter:  I can’t do this puzzle because it is too complicated. 

   （複雑すぎて，この難問が解けない。） 

 

Yuji:はい，以上，今回の Words & Phrases でした。自分のメモ帳に書き込むなどして，チャン

スを見つけて使ってみてください。それでは私たちの dialog をもう一度，聴いてください。 

 

 

[*REPEAT] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Peter: So, Yuji, do you have any idea what you want to talk about today? Do you think we should 

continue talking about simple verbs? 

 

Yuji:  That is exactly what I was thinking, Peter. This month, why don’t we focus on the verb get? 

Like with have, there’re lots of common expressions in English that use get. 

 

Peter: That’s sounds like a great idea. 

 

Yuji:  So why don’t we start with the most common meaning of get? Our listeners are probably 

familiar with this use, meaning to “obtain or acquire something.” 

 

Peter: Yes, that is a common meaning. Like in the sentence, “I went to the store and got some 

milk.” In fact, recently this meaning of get is even used in Japanese, like in 「Hey! Say! 

JUMP のライブチケットをゲットした。」. 
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Peter: Another common way to use get is to mean to answer the phone or answer the door. So if 

the phone is ringing, you might say to your brother or sister, “Can you get that?” 

 

Yuji:  Right, or if the doorbell rings, you can say, “I’ll get it.” 

 

Peter: Now we should tell our listeners that this is an informal use of “get”. 

 

Yuji:  Yes. So it’s OK to say this to your family or friends, but with other people it’s probably 

better to use “answer”. 

 

Yuji:  OK, a third common use of get is to say that you are sick. 

 

Peter: That’s right. We would say get plus the name of the illness, so we might say, “Last winter, 

I got the flu.” 

 

Yuji:  Have you gotten sick yet this year, Peter? 

 

Peter: Not so far. And if I’m lucky I won’t get sick for the rest of the year, either. How about you, 

Yuji? 

 

Yuji:  I got a small cold in March, but other than that I’ve been OK. Peter, we also use have for 

sickness, don’t we? 

 

Peter: You’re right Yuji. We can use both have and get to talk about illness, but there really isn’t 

much of a difference between the two. So the sentences, “I had a headache in math class,” 

and “I got a headache in math class,” have similar meanings. 

 

Peter: A fourth use of get is with the meaning of “to arrive”. 

 

Yuji:  Yes. If you are on the train going to meet your friends in Shibuya, you might send them a 

message saying, “My train gets to Shibuya at 12:30.” 

 

Peter: Right. Or before you go out, your mother might ask you, “What time are you going to get 

home?” 

 

Yuji:  OK. Another common use of get is to give the idea that someone or something is starting 

to be or becoming. 

 

Peter: Yes, and with this meaning of get, we usually use the be +～ing form of the verb. For 

example, in July we might say, “It’s getting hot, isn’t it?” Or around lunchtime someone 
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might say, “I’m getting hungry.” 

  

 

Yuji:  We should also point out that with this meaning, the word after “get” is usually an 

adjective (形容詞) or a stative verb (状態動詞), like “to be” or “to like”. 

 

Peter: Excellent point, Yuji. So we can say, “I’m getting fat,” because “fat” is an adjective (形容詞). 

 

Yuji:  Right. And we can also say, “I’m getting to be like my father,” because “to be” is a stative 

verb (状態動詞). 

 

Peter: But we cannot say something like, “It’s getting to rain,” because “to rain” is a dynamic 

verb (動態動詞) not a stative verb (状態動詞). Instead, in this case, I have to say, “It’s 

starting to rain.” The difference is that dynamic verbs (動態動詞) describe actions that are 

happening, words like “to run”, “to play”, “to study”, or “to eat”, and stative verbs (状態動

詞) describe situations, words like “to be”, “to seem”, “to like”, or “to hate”. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Yuji:  OK, Next we’d like to give you an example to see how the verb get is used.  

（はい，それではここで，get の使い方の例を見てみましょう。） 

 

英検 3 級 2013 年度第 1 回リスニングテストからです。 

   

 

[2013 年度第 1 回 一次試験 3 級 リスニングテスト第 1 部 No.16] 

（★=男性 ☆=女性） 

 

★: I’m going to drive you to school today, Ann. Did you have breakfast? 

☆: Yes, Dad. And I brushed my teeth and washed my face. 

★: All right. Get your books. 

☆: OK. 

☆☆Question:  What does Ann’s father tell her to do? 

 

★: 今日は学校まで車で送ってあげるよ，アン。朝ご飯は食べた？ 

☆: うん，お父さん。それから，歯も磨いたし顔も洗ったわ。 

★: よし。じゃあ，教科書を持って。 

☆: そうするわ。 

☆☆Question:  アンのお父さんは彼女に何をするよう言っていますか。 

 

Yuji:  How did you do? Were you able to understand the conversation and the Question? はい，

今回は選択肢のない英問英答の形式です。Let’s talk about the conversation, Peter.  

（皆さんどうでしたか？ 会話と質問の内容は理解できましたか？ それでは会話の内容を確認してみまし

ょう。ピーター？） 

 

Peter: OK. So Ann’s father tells her he is going to drive her to school. 

  （OK，アンのお父さんはアンを学校まで送っていくつもりだと伝えているね。） 

 

Yuji:  Right. Then he checks to make sure that she’s ready to go by asking if she had breakfast. 

  （はい。そして朝ご飯を食べたかどうか聞いて，用意ができているか確かめているね。） 

 

Peter: By the way, there we see one of the uses of have that we talked about—meaning to eat. 

  （ところで，ここには扱った，食べることを意味する have の用法が出てくるね。） 

  

Yuji:  That’s right, Peter. Then, Ann says, “Yes,” and tells her father that’s she’s ready by 

explaining what she has done. Good girl! 

  （そうだね，ピーター。アンは他にも何をしたか説明して用意ができたと伝えているよ。いい子だね！） 
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Peter: And then Ann’s father tells her to do one last thing so that they can go. 

  （そしてお父さんはアンにもうひとつ最後にしなさいと言っています。そうしたら出かけられるとね。） 

 

Yuji:  Exactly. So listen again, and see if you can get the right answer. 

  （その通り。それではもう一度聞いて答えが合っているか確認しましょう。） 

 

 

[2013 年度第 1 回 一次試験 3 級 リスニングテスト第 1 部 No.16] 

（★=男性 ☆=女性） 

 

★: I’m going to drive you to school today, Ann. Did you have breakfast? 

☆: Yes, Dad. And I brushed my teeth and washed my face. 

★: All right. Get your books. 

☆: OK. 

☆☆Question:  What does Ann’s father tell her to do? 

 

Yuji:  OK. Did you get it? What is the correct answer, Peter? 

   （OK，皆さん分かりましたか？ ピーター，答えは何だった？） 

 

Peter: The correct answer is: He tells her to get her books. 

 

Yuji:  Right. そうですね。ほとんど解説は要らないと思いますが，一応，確認しておきます。質

問は What does Ann’s father tell her to do?です。tell は第１回目にも「tell＋人＋about～」

という形で出てきましたね。 

    

    そのときには teach と混同しないようにという tip を伝えましたが，tell にはもうひとつ，

「tell＋人＋to do」という形で「人にやるべきことを知らせる，言いつける，命令する，助

言する」という用法があります。 

    

   ここは Ann のお父さんが主語になっているので，お父さんが「Ann にしなさいといってい

ることは何ですか？」という意味になります。 

   それが分かればあとは簡単。Ann は朝食も食べているし，歯みがきも洗顔も終えています

ので，残ったのは今回のテーマ get が用いられている, Get your books.ですね。ということ

でこれが答えになるわけです。 

    

   この get は「手に入れる」という基本義に近い「取って来る」という意味であることは文

の流れからも分かりましたね。 
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■Listener Mail「よろず相談コーナー」 

 

Peter: OK, usually, we move on to the final 「よろず相談コーナー」  section here, but 

unfortunately we’ve run out of time this month. 

   （いつもはここでよろず相談コーナーに移るのだけど，残念ながら今月は時間がなくなってしまいました。） 

 

Yuji:  Oh, no! Looks like we’ll have to put it off until next month. We’re very sorry about this.  

  （あ～あ！ 回答は来月まで延期しなければいけません。本当に皆さんごめんなさい。） 

 

Peter: Next month we’ll make sure to be more careful about the time. 

  （来月はもっと時間配分に気をつけることにします。） 

 

 

■Closing Dialogue 

 

Yuji:  All right. That’s all the time we have today.  

今回の「英語チップス」のお味はいかがでしたか。 

 

Peter: But don’t forget we’d love to hear from you. So if you have a question or a comment, 

please send us an e-mail by using the “question form” or 質問フォーム on the Eiken 

Podcast Website. You can access that website at www.eiken.or.jp/podcast. 

 （私たちが，皆さんからのお便りを心待ちにしているのを忘れないでください。もし質問や感想があれば，

英検のポッドキャストのウェブサイトにある質問フォームを使って私たちに E メールを送ってください。

ウェブサイトは www.eiken.or.jp/podcast からアクセスできます。） 

 
Yuji:  Right. 「よろず相談コーナー」は英検 Podcast の質問フォームを利用してくださいね。 

繰り返します，URL は www.eiken.or.jp/podcast です。 

 

Peter: So let us know what you’re thinking or what is difficult for you. 

（皆さんの考えていることや詰まっている点などを私たちに教えてください。） 

 
Yuji:  ALSO take this chance to practice your self-introductions. In your e-mail, tell us in English 

of course what your name is and where you’re from. Because remember … 

（また「よろず相談コーナー」を利用して，自己紹介を練習するのもいい機会になりますよ。皆さんのお名

前とご出身を，英語を使ってメールで教えてください。次のことは忘れないでくださいね…） 

 
Peter: … if you want to LEARN English … 

（英語を本当にモノにしたいのなら…） 
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Yuji:  … you need to USE English. 

（使わないとダメなんです。） 

 
Peter: So have a nice month. 

（それでは素敵な 1か月を。） 

 
Yuji:  And we’ll see you next time on … 

（そしてまた次回お会いしましょう…） 

 
Y & P: “Eigo Chips from Eiken”! 

（「英語チップス from 英検」で！） 
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