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Listen and Speak!  らくらく英検２級 

    ～ 英語ができる人になる ～ 

 

第 4 回 What if you understand suggestions in Conditional Sentences?  日本語訳  

 

 

 ＊ はじめに ＊ 

 

 この番組は英検でおなじみの、日本英語検定協会がお送りする、すべての『英語ができる人』

になりたい人たちのための番組です。これから英検２級や準２級を目指す人はもちろん、さら

にその上を目指して、本当に『英語ができる人』になりたいというあなたにとって必ず役にた

ちますよ。後半はちょっと難しかったり、大変だったりするかもしれませんが、私、伊藤太と

頼れるパートナーの Gary Scott Fine がしっかり『英語ができる人』になりたいあなたをサポ

ートします。 

 

  はい、この番組はあなたが英検の試験で合格するのに役立つだけではなく、あなたの英語力、

とくに聞く力と話す力を高めるのに役立つことでしょう。しかし、この番組の本当の目的は英

語そのもの以上のものを学びとるお手伝いをすることです。 

 

  私たちはあなたが英語ができるかどうかだけではなく、あなたが英語を使って何ができるかに

興味をもっています。 

 

  

 

 

Program Number 4 “What if you understand suggestions in Conditional Sentences?” 

 

今回のタイトル “What if you understand suggestions in Conditional Sentences?” は、ちょ

っと長いですが、少し含みがあります。 まず、“What if ～?”は、 “if ～” 「もし～なら」 “What?” 

「どうなるだろう、何が起こるだろう」というような意味です。suggestion は「示唆、それと

なくほのめかすもの」、conditional sentences は “if”がよく使われる「仮定法などを含む条件文」

という意味です。ですから、“What if you understand suggestions in conditional sentences?” 

は直訳すると、「もし条件文の中にある示唆が分かるとどうなるでしょう」となりますが、ここ

には「conditional sentences 条件文の中にある suggestions を understand して欲しいし、そ

うすればいいことがありますよ」という示唆、suggestion が含まれているというわけです。そ

れではその辺りも意識して、まずはゲーリーと私の会話を聞いて下さい。この後のエクササイ

ズのヒントになるかもしれないので、しっかり聞いてくださいね。 
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■Introduction （導入） 

 

F: やあ、ゲーリー、体重増えたかな。 

G: はあ？ 増えてないよ。実際、ダイエットで体重を落としてるよ。 

F: そうだね。でも、実際の君とポッドキャスト表紙のイラストを比べると、体重が増えたみたい

に見えるけどなあ。 

G: ハハハ。フトシ、君は僕をからかってるね (you’re pulling my leg)。 

F: 君の足なんか触ってもいないよ。 

G: ああ、違うよ。英語の “pull someone’s leg” は「人を物笑いにする」「人をからかう」という

意味なんだ。身体的に足を引っ張るという意味もないし、日本語の表現のように「人を引きず

り下ろそうとする」という意味もないんだ。えーと、その日本語なんて言ったっけ…   

F: 「足を引っ張る」かい。 

G: ああそれ、それだよ。英語の “pull someone’s leg” の意味は日本語の「足を引っ張る」という

イディオムの意味とは全く違うんだ。実際、英語と日本語のイディオムには、たくさん似てい

る点と異なる点があって面白いよ。例えば、英語の “wash one’s hands of something”の意味

は日本語の「〜から足を洗う」だし、 “poke one’s nose into something” は「〜に首を突っ込

む」等などね。  

F: ふーむ、面白いね。それに、違う言語や文化を持つ人との誤解を避けるには、そうした違いを

認識しておくことはとても重要だね。それじゃあ、今、最初に君に訊いた質問を取り下げて別

の言い方にしてみるよ。「キミは前より太っている？」 

G: おいおい、そんなこと言っちゃだめだよ、フトシ。ものすごく失礼だよ。もしそれを女性に言

ったら、君はとんでもない目にあうよ。  

F: ああ、ゲーリー、ごめんね、本当にごめん。でもね、君も分かってるように、僕は今回、リス

ナーの皆さんに、そうした失礼な表現に注意してもらうことと、もし誰かがそんなふうに言っ

たら自分は一体どう思ったり感じたりするかを想像してもらうことを意図したってわけなん

だ。それに、君は女性じゃないしね、ははは。 

G: ああ、フトシ、君は old fox（古ぎつね；したたかな奴）だね。 

F: ハハハ、そうかもしれないね。でも、この意味だと日本語では「古だぬき」( old raccoon) っ

て言うんだよ。 

G: それ本当？ こいつは一本取られたな、アハハ。さて、じゃあ、フトシ、ジョークはこの辺で

止めにして「条件文／仮定法」を含む役に立つ表現を学ぶことにしようか。 

F: ああ、そうだね。いい考えだ。 

G: それじゃあ、今日のエクササイズを始めようか。 

F: そうだね。それでは… 

G/F: 始めよう！ 
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１ Exercise 1  dialogue （対話） 

 

これから流れる男女の対話を聞いて、後の問いに答えて下さい。これから流れる対話は過去の

英検に出題されたリスニング問題の一つです。実際の問題は、対話を聞いてから適当な選択肢

を選ぶ形式ですが、ここではちょっと頑張って、ゲーリーの質問に自分の言葉を使って英語で

答えてみるようにして下さい。いいですか、もう一度言いますよ。対話を聞いた後、ゲーリー

の質問に自分の言葉で答えて下さいね。二次試験の面接対策にもなりますし、とても役に立ち

ますよ。それでは、始めます。 

 

対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2012 年度第 3回 2級第 1問】 

女性: ダイスケ、今日の夜、時計を 1 時間進めるのを忘れないようにね。 

男性: すまないが、ジェニー、どうしてそうする必要があるのかな。 

女性: アメリカでは３月に 1 時間時計を進めるのよ。私たちはこれを「夏時間」って呼んでる

の。夕方の時間帯にもっと日光を楽しむためにそうするのよ。 

男性:日本ではそういうこと（慣習・制度）はないんだ。おしえてくれてありがとう。（君がお

しえてくれなかったら）明日の朝の試験に遅刻していたかもしれない。 

  

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：もしジェニーがダイスケに夏時間のことを伝えなかったらどうなっていたでしょう。 

 

 

■語彙と表現を学ぼう 

それでは、語彙と会話の表現について確認をしましょう。 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音して下さい。 

 

1. （時計などを）先に進める  set ahead 

2. 夏時間、サマータイム   daylight savings time 

3. ～に知らせる、伝える   let ～ know 

4. 遅刻してしまっていたかもしれない might have been late 

 

 

さて、ほんの少しだけ会話の内容に触れてみましょう。場面はアメリカに留学中のダイスケ

にジェニーが、サマータイムが始まることを説明しているところですね。説明を受けたダイス

ケが “I might have been late.” と言っているのが聞こえましたか。これも一種の仮定法ですが、

会話の流れに注意しながら、どうしてダイスケがこの様に表現しているのか考えてみましょう。

それから、ゲーリーの質問のしかたにも注意して、答え方を考えて下さいね。 

さあ、それではもう一度よく聞いて、ゲーリーの質問に英語で答えるように頑張ってみまし

ょうね。 
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対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2012 年度第 3回 2級第 1問】 

女性: ダイスケ、今日の夜、時計を 1 時間進めるのを忘れないようにね。 

男性: すまないが、ジェニー、どうしてそうする必要があるのかな。 

女性: アメリカでは３月に 1 時間時計を進めるのよ。私たちはこれを「夏時間」って呼んでる

の。夕方の時間帯にもっと日光を楽しむためにそうするのよ。 

男性:日本ではそういうこと（慣習・制度）はないんだ。おしえてくれてありがとう。（君がお

しえてくれなかったら）明日の朝の試験に遅刻していたかもしれない。 

  

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：もしジェニーがダイスケに夏時間のことを伝えなかったらどうなっていたでしょう。 

 

F: さあ、どうでしたか。今回の答えはさほど難しくないので、不完全な解答例は省略します。す

ぐにゲーリーのモデルアンサーが流れますから、注意してくださいね。 

 

次の解答例を聞いて、それを自分で直してみましょう。  

Because the man was taking these pictures. 

その男性はこれらの写真（ここにあるものの写真）を撮っていたから。 

 

■模範解答 

 模範解答を聞いて、大事な点を考え、自分の答えと比較して下さい。 

He might have been late for his exam tomorrow morning. 

  彼は明日の朝、試験に遅れていたかもしれない。 

 

はい、What if ～? 「もし～なら、どうですか」という質問ですね。 “What if Jenny hadn’t 

told Daisuke about daylight savings time?” 「もしジェニーがダイスケに夏時間のことを伝え

ていなかったら、どうなっていたでしょう」という意味ですから、模範解答は “He might have 

been late for his exam tomorrow morning.” 「彼は明日の朝、試験に遅れることになっていた

かもしれない」となります。 

“tomorrow morning” という未来のことなのに、 なぜダイスケは “I might be late” と言わ

ずに “I might have been late” と言っているのか、疑問を感じた人もいるかもしれませんね。 

では、 “I might be late” と言うとどんな意味になるかを考えてみましょう。ダイスケはこの時

点でジェニーから夏時間のことを聞いて、明日遅刻する可能性は余程のことが無い限り殆どあ

りませんね。それなのに、 “I might be late” と言ってしまえば、「それでも明日遅刻するかも

しれない」という意味になり、ジェニーの助言への感謝が伝わりません。ですから、 “I might 

have been late” と、未来の可能性と「時制上の距離」を大きくして、「きみの助言がなかった

ら、遅刻していたかもしれない」と言うことで、「感謝」の気持ちを強く suggest しているん

ですね。これについては、是非第２回 “Past Tense for Politeness” の opening dialogue を参

考にして下さい。 
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２ Exercise 2  passage  

 

このエクササイズでは、短い文章が読まれた後にゲーリーが１つ質問をしますので、自分が

思ったことを自由に答えて下さい。主語と正しい答え方に注意して、聞かれたことに対してま

っすぐ答えて下さいね。 

 

英文を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2013 年第 1回 2級第 23 問】 

ノーマンは大学のテニスチームの一員です。彼は強いサーブを持っていて、練習ではとても

テニスが上手です。しかし、実際の試合では、緊張しすぎて全く上手くいきません。コーチは

彼に対して何度も、もしリラックスできるようになればチームで最高の選手になれると伝えて

きました。 

 

次の質問に自分の言葉で答えなさい。 

質問：ノーマンは実際の試合中だとどうしてそんなに緊張してしまうのだと思いますか。その理

由を考えて、自由に答えてください。 

 

さあ、きちんと聞き取れましたか。それでは、少し語彙と英文の表現を確認しましょう。 

 

 

■語彙と表現を学ぼう 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音して下さい。 

 

1. 実際には、練習で   in practice 

2. 神経質な、自信のない   nervous 

3. 実際の試合    actual match 

4. （努力して）～できるようになる learn to 

 

それでは、答え方について少しヒントを出しますね。まず、“Why do you think ～?” 「なぜ、

～だと思うのか」と訊かれているので、 「それは～だからと思う」 “I think it is because ～.” 

と答えるのがいいでしょう。それから、質問のポイントを考えましょう。 “Why do you think 

Norman gets so nervous during actual matches?” ですから、「実際の試合だとなぜ so 

nervous になってしまうのか」、つまり、練習とは違って実際の試合ではなぜ so nervous にな

ってしまうのか、その理由を自分で考え出して答える必要があります。 ここで、“His coach has 

told him many times that if he learned to relax, he could be the best player on the team.” 彼

のコーチが「もしリラックスできるようになれば」と何度も言っていることを考えてみましょ

う。コーチの残念な気持ちや期待が suggest されていませんか。コーチと同じ気持ちになって、

どうして Norman はそんなに nervous になってしまうのか、想像してみると答えが浮かびやす

くなるかもしれませんよ。 
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英文を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2013 年第 1回 2級第 23 問】 

ノーマンは大学のテニスチームの一員です。彼は強いサーブを持っていて、練習ではとても

テニスが上手です。しかし、実際の試合では、緊張しすぎて全く上手くいきません。コーチは

彼に対して何度も、もしリラックスできるようになればチームで最高の選手になれると伝えて

きました。 

 

次の質問に自分の言葉で答えなさい。 

質問：ノーマンは実際の試合中だとどうしてそんなに緊張してしまうのだと思いますか。その理

由を考えて、自由に答えてください。 

 

 

■模範解答 

模範解答を聞いて、自分の答えと比べて下さい。 

 

質問：ノーマンは実際の試合中だとどうしてそんなに緊張してしまうのだと思いますか。 

 それは、彼が過大に個人的な責任感を持ちすぎて必要以上にミスを恐れるようになっているか

らだと思います。 

 

さあ、どうでしたか。きき方に対して答え方を合わせるだけでなく、相手が聞きたいことやそ

の主旨を考えて精一杯答えようとすることが「英語ができる人」になる大切なポイントの１つで

す。実際の会話で相手が興味を持つのは、あなたの英語が正しいかどうかではなく、あなたがど

う感じ、どう思うかです。間違いを気にせず、自分が思うことを伝えましょう。 

 

間違いを恐れないようにしましょう。その代わりに、自分の間違いを機会としてみつめましょ

う。間違いをすればするほど、あなたの英語を改善する機会もより多く見つかるようになりま

すよ。  

 

 

■英文を使った反復練習 

さあ、ここからは、放送された英文について Repetition Drill を行います。repetition は反復

でしたね。ポーズの間にゲーリーの英語をできるだけそっくりに真似してみましょう。単語の

発音だけでなく、イントネーションや雰囲気も真似して下さいね。 

 

1) 反復練習 

それぞれにポーズの間に反復して下さい。何度も繰り返して練習して下さいね。そうすれば、き

っともっと上手くできるようになりますよ。 

準備はいいですか。それでは、始めます。  
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Norman is a member of his college’s tennis team. // 

He has a strong serve, / 

and he plays very well in practice. // 

In actual matches, however, / 

he often gets so nervous that he plays very poorly. // 

His coach has told him many times / 

that if he learned to relax, he could be the best player on the team. 

 

どうでしたか。上手に真似ができると楽しいですね。さあ、次は「英語ができる人」は必ずと

言っていいほど練習するシャドーイングにいきます。私が実際、少しシャドーイングのお手本

を示しますね。ゲーリーの後に続いてシャドーイング、つまり、ゲーリーの言葉の影を追うよ

うな形で、聞きながらゲーリーの言葉を真似していきます。 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングして下さい。 

(G → F) 

Norman is a member of his college’s tennis team. // 

He has a strong serve, / 

and he plays very well in practice. // 

In actual matches, however, / 

he often gets so nervous that he plays very poorly. // 

His coach has told him many times / 

that if he learned to relax, he could be the best player on the team. 

  

要領はつかめましたね。次は実際に自分で shadowing にチャレンジして下さい。shadowing

は自分で speaking をするという負荷をかけながら listening をするので、筋トレと同じように

「耳トレ」になります。必ず listening の能力が向上しますので、できるまで何度でも繰り返し

て下さい。 

聞く音声の方を大きくして、自分の声はあまり聞こえないようにすると一層効果が上がります

よ。 

 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングして下さい。 

準備はいいですか。それでは、始めます。 
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Norman is a member of his college’s tennis team. // 

He has a strong serve, / 

and he plays very well in practice. // 

In actual matches, however, / 

he often gets so nervous that he plays very poorly. // 

His coach has told him many times / 

that if he learned to relax, he could be the best player on the team. 

 

どうですか。できるようになるとすごく楽しいし、やりがいがあるでしょう。次はセンテンス

の途中に区切りはありませんよ。各センテンスの間も短いですから、一気にパッセージ全体を

シャドーイングできるように頑張ってくださいね。できたらとても達成感が得られますよ。 

 

3) シャドーイング練習 2 

センテンスの全体を最初から最後までシャドーイングして下さい。何度も練習して下さいね。き

っと達成感が味わえるはずです。 

準備はいいですか。それでは始めます。 

 

Norman is a member of his college’s tennis team. // 

He has a strong serve, and he plays very well in practice. // 

In actual matches, however, he often gets so nervous that he plays very poorly. // 

His coach has told him many times that if he learned to relax, he could be the best player on 

the team. 

 

 

 

３ Challenge  passage & opinion （文と意見） 

 

さて、いよいよ最後のエクササイズ、チャレンジのコーナーです。ここからは一気に英語だけ

で進めて行きますから、しっかり集中してくださいね。 

 

次の英文を聞いて、ゲーリーの質問に答えて下さい。【2013 年第 1 回 準 2 級 第 29 問】 

ウェンディはずっと音楽を愛してきました。そして、彼女は英国のロックが大好きです。しか

し、最近、彼女は韓国のポップ歌手の曲をラジオで聞きました。彼の曲が気に入ったので、彼

女はその歌手の CD を買いました。彼女はいつの日か、韓国に旅行して彼のコンサートに行き

たいと思っています。 

 

さて、これからゲーリーがこの文について幾つか重要な点を挙げ、そして質問をします。その質
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問に答えてください。できるだけ上手く自分の意見を表現できるようにして下さい。 

この文章によれば、ウェンディは英国のロックが大好きですが、たまたまラジオで聞いた曲を

歌っている韓国のポップ歌手も大好きです。今、彼女はいつか韓国に行きたいと思っています。

この話は音楽には国境がないということを示唆しています。もし彼女が韓国を訪れれば、韓国の

音楽だけでなく韓国の文化にも興味を広げることになるかもしれません。ここで一つ参考にして

欲しい例を紹介します。あるイスラエル人のバンドとパレスチナ人のバンドが一緒に 3 週間のヨ

ーロッパツアーを行うことにしました。目的は長年にわたって対立をしているイスラエルとパレ

スチナの両国の間に平和を促進することです。両バンドのメンバーらは自分達が世界を変えるこ

とができるとは思っていませんが、自分達がそうであるように、パレスチナとイスラエルのよう

な敵対し異なる文化を持つ国々であっても、音楽を通じて、人々が同じ土壌を共有し、相互理解

を深めることは可能だと強く信じているのです。 

あなたは、コンサートは平和を促進するのに良い方法だと思いますか。自分の答えを説明して

下さい。 

 

 

■模範解答 

さあ、フトシの言うことに耳を傾けてみましょう。彼が模範解答を２つ提示します。短いものと

長いものです。よく聞いて自分の答えと比べて下さい。 

 

模範解答１（短い答え） 

 

私は、コンサートは平和を促進する良い方法だと思います。第一に、コンサートには多くの人々

が同じ目的で集まります。このことは、平和への強いメッセージを多くの人々に対して一度に伝

えることができるということを示唆しています。加えて、より多くの共通点を持てば持つほど、

人々はより相互理解を発展させる可能性が高くなります。コンサートの間、人々は同じ好みの音

楽だけでなく同じ時間と場所を共有することができます。このことは、そうした人々が相互理解

を進展させる機会がより多くなることを意味しています。従って、私はコンサートは平和を促進

する良い方法だと思います。 

 

模範解答２（長い答え） 

 

私は、コンサートは平和を促進する良い方法だと思います。第一に、コンサートには多くの人々

が同じ目的で集まります。このことは、平和への強いメッセージを多くの人々に対して一度に伝

えることができるということを示唆しています。第二に、より多くの共通点を持てば持つほど、

人々はより相互理解を発展させる可能性が高くなります。コンサートに集まる人々はそれぞれ生

い立ちや文化、考え方などにおいて多くの違いを抱えているかもしれませんし、そうした人々の

中にはイスラエル人とパレスチナ人のように長い紛争の歴史を持つ人々さえもいるかもしれませ

ん。しかし、コンサートの間、彼らは同じ好みの音楽だけでなく同じ時間と場所を共有すること
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ができます。このことは、そうした人々が相互理解を進展させる機会がより多くなることを意味

しています。そして、私は次のように想像します。もし、私がパレスチナ人或いはイスラエル人

だとしたら、同じ音楽を愛する人々となら共感を分かち合い、同じコンサートで一緒に楽しむこ

とができるかもしれないと。これこそが音楽の力です。ですから、私は、コンサートは平和を促

進する良い方法だと思います。 

 

 

どうでしたか。フトシの言ったことは聞き取れましたか。彼の主張の要点は分かりましたか。オ

ーケー、それでは、彼がたった今言ったことを説明しますから、よく聞いてください。 

 

はい、ゲーリーは、「音楽に国境はない」という言葉を使いながら、韓国のポップシンガーの

大ファンになった Wendy が、韓国の音楽だけでなく韓国の文化にも興味を持つ可能性を指摘し

ました。そして、イスラエル人のロックバンドとパレスチナ人のロックバンドが、敵対してい

る双方に平和を働きかけるために一緒にヨーロッパツアーを行っているという興味深いエピソ

ードを紹介してくれましたね。その上で、音楽のコンサートは平和を推進するのに良い方法で

すか、と問い、その理由も説明するよう求めました。 

私は “I think it is a good way to promote peace.” と自分の立場・主張を表明した上で、今

回も複数の根拠を提示した後、主張を再提示する sandwich structure を使いました。また、

Model 2 では、前回同様に、３つめの根拠に「もし自分がパレスチナ人またはイスラエル人だ

としたら」と仮定法を使って、別の角度からの視点を加えたのが分かりましたか。それから、

根拠の１つめと２つめはともに、誰もが分かる前提を置き、その上で This suggests ～. This 

means ～. と同じ形をとって提示したのに気付きましたか。このように、根拠の前にその前提

となる事実や一般論を提示する方法も是非参考にして下さい。英検のウェブサイトからスクリ

プトをダウンロードして確認して下さいね。 

 

さあ、フトシの話をもう一度聞いてみましょう。よく注意して聞き、彼の意見の表現方法に注目

して下さい。 

 

模範解答１（短い答え） 

 

私は、コンサートは平和を促進する良い方法だと思います。第一に、コンサートには多くの人々

が同じ目的で集まります。このことは、平和への強いメッセージを多くの人々に対して一度に伝

えることができるということを示唆しています。加えて、より多くの共通点を持てば持つほど、

人々はより相互理解を発展させる可能性が高くなります。コンサートの間、人々は同じ好みの音

楽だけでなく同じ時間と場所を共有することができます。このことは、そうした人々が相互理解

を進展させる機会がより多くなることを意味しています。従って、私は、コンサートは平和を促

進する良い方法だと思います。 
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模範解答２（長い答え） 

 

私は、コンサートは平和を促進する良い方法だと思います。第一に、コンサートには多くの人々

が同じ目的で集まります。このことは、平和への強いメッセージを多くの人々に対して一度に伝

えることができるということを示唆しています。第二に、より多くの共通点を持てば持つほど、

人々はより相互理解を発展させる可能性が高くなります。コンサートに集まる人々はそれぞれ生

い立ちや文化、考え方などにおいて多くの違いを抱えているかもしれませんし、そうした人々の

中にはイスラエル人とパレスチナ人のように長い紛争の歴史を持つ人々さえもいるかもしれませ

ん。しかし、コンサートの間、彼らは同じ好みの音楽だけでなく同じ時間と場所を共有すること

ができます。このことは、そうした人々が相互理解を進展させる機会がより多くなることを意味

しています。そして、私は次のように想像します。もし、私がパレスチナ人或いはイスラエル人

だとしたら、同じ音楽を愛する人々となら共感を分かち合い、同じコンサートで一緒に楽しむこ

とができるかもしれないと。これこそが音楽の力です。ですから、私は、コンサートは平和を促

進する良い方法だと思います。 

 

 

■結びの対話 

G: フトシ、君は今回「条件文／仮定法」の文が示唆する意味に焦点を当てたね。そして、模範解

答例でもそれを使ってみせた。君のねらいは何だい。 

F: そうだね。母語以外の学習者にとって、「条件文／仮定法」は最も難しい文法事項の一つだよ

ね。それで、僕は「条件文／仮定法」の本質を理解するには、そうした文が示唆する意味を明

らかにすることが良い方法になると考えたんだ。今日のレッスンが「条件文／仮定法」につい

てリスナーの皆さんがより多くのことを知るのに役立てばいいなと思う。だけど、まだリスナ

ーの皆さんにとってはこうした文を適切に使うのは難しいかもしれない。だから、君にこうし

た文を完璧に理解する最も簡単な方法を教えて欲しいんだ。 

G: 完璧にだって？ フトシ、君も分かっているように、学問に王道なしだよ。僕は皆さんができ

るだけ多く読んで聞くことを勧めるね。そして、「条件文／仮定法」を書くことと話すことの両

面で使い、そうした文がどんな意味を示唆するかについて注意深く考えることを勧めるよ。そ

れから、さっきも言ったように、恐れずにミスをしよう。間違いはそれぞれ学習機会として歓

迎すべきなんだ。 

F: 素晴らしいアドバイスをありがとう。きみの助言はきっとリスナーの皆さんにとってとても役

に立つと思うよ。ところで、僕は君にとってもダイエットが上手くいくように祈ってるよ。 

G: うーん… 

F: あー、ごめんね（言い方が悪かったね）。君がイラストのようにスリムならいいねぇ。 

（※スリムでないことを示唆しています）。 

G: ああ…オーケー…ありがとう… でも、君こそもう少し礼儀正しかったらいいんだろうね！ 

                     （※礼儀正しくないことを示唆しています） 
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さあ、今回のレッスンはどうでしたか。後半は少し難しかったかもしれませんね。是非、英検

のウェブサイトからスクリプトをダウンロードして復習して下さい。それから何度も聞き直して、

自分でも話せるように練習してみてくださいね。Repetition や Shadowing だけでなく、話す

内容の構成を組み立てること、そして相手に伝えること、こうしたトレーニングを続ければ、あ

なたも必ず「英語ができる人」になります。ところで今回、第 4 回目のタイトルは “What if you 

understand suggestions in Conditional Sentences?” でしたね。If などを使った仮定法を含む条

件文の suggestion や、その自然な使い方など理解できましたか。今回のプログラムを聞き直し

て、是非確認してくださいね。それから、ゲーリーと私の会話を友だちと一緒に真似してみるの

も、「生きた英会話」の楽しい練習になるかもしれませんよ。 

 

それでは… 

また次回お会いしましょう！ 


