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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 7 回 Why do you study English?  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 7 “Why do you study English?” 

 
さあ、今回のタイトルは単刀直入に英語を勉強する理由を尋ねる形になっています。みなさ

んは、自分がなぜ英語を勉強するのか、真剣に考えたことがありますか。英語に限らず、何か

を学ぶには何らかの理由があるはずです。今回は特定の文法を強調することはありませんが、

様々な「勉強する理由」を一緒に英語で考えてみましょう。 
それでは、この後のヒントになるかもしれないので、まずはゲーリーと私の会話を聞いてく

ださい。 
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■Introduction（導入の対話） 
 
F: ゲーリー、君はこれまで “GLP”、つまり、「言語総生産」のことを聞いたことがあるかい。 
G: いや、ないよ。でもそれは “GDP” 、「国内総生産」に似ているね。何か関係があるのかな。 
F: うん、あるんだよ。君も知っている通り、GDP がある国の経済力を示すよね。一方で、GLP

はある言語の経済力を示すんだ。つまり、ある言語の GLP は、その言語を話す人々によって

生み出される年間 GDP の総計、ということになる。  
G: ふーむ。なるほどねぇ。じゃあ、ある言語が製品やサービスを供給するときに使われると、そ

の言語の GLP はその分上がるってことかい。  
F: その通り。 
G: それじゃあ、GLP という観点から見ると最強の言語は何だろう。中国語かい。 
F: いや。現在は英語が断トツのトップだよ。概算では、英語の GLP は全世界合計の 25％以上 に

なる。僕はこれこそが多くの人たちが英語を勉強したがる唯一の理由だと思うんだ。 
G: ふーむ、確かに恐らくそれは理由の一つだと思うよ。でも、それが唯一の理由だとは思わない

な。じゃあ、フトシ、君が英語を勉強した理由を聞きたいんだけど、そうだな、例えば君が

10 代の頃。  
F: そうだな、高校生の頃、僕はこう思ったんだ。英語を上手く話せれば女の子にモテるってね。

世界中のほとんどの女の子を含めて。それで英語を思いっ切り勉強したんだ。 
G: ええっ、それが君が英語を勉強した唯一の理由かい。 
F: いいや違うよ。もう一つ理由があったんだ。僕はロックバンドでボーカルをやってたんだけど、

こう思ったんだよ。もし僕の英語の発音がネィティブスピーカーの発音みたいに聞こえれば女

の子にモテるってね。日本だけじゃなく…。 
G: 世界中の女の子にね…。君が昔も今もちっとも変わってないって分かってうれしいよ。 
F: はあ。 
G: でも、その理由は君が初めに多くの人たちが英語を勉強する唯一の理由と言っていたのとまっ

たく違うんじゃない。 
F: ふーむ、確かに…そうだな。ああ、そうか、英語を学ぶ理由はたくさんあるってことだね。そ

うすると、どうして人々がある言語や科目を勉強するのかを知るのは興味深いことかもしれな

いね。 
G: 確かに、その通りだね。オーケー、フトシ、じゃあ、おしゃべりはこの辺にしてレッスンを始

めようか。 
F: 了解。 
G: さあ、今日のエクササイズを始めようか。 
F: よし！ 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、後の問に答えてください。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ください。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くださいね。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。 【2013年度第 2回 2級第 9問】 

女性：ニイハオ、ジミー。これは中国語で「こんにちは」の意味よ。私ね、シティランゲッジ

スクールで中国語の授業を受けてるの。 

M: 本当かい。君が外国語に興味を持ってるなんて知らなかったよ。それに中国語、それって難

しくない？ 

W: 私も難しいだろうなって思ってたの。でもね、思ったほど大変じゃないのよ。先生が本当に

面白くて、彼女の授業は楽しいの。そのおかげで勉強するのがずっと楽よ。 

M: それは素晴らしい。僕もその授業を受けてみようかな。 

 
次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

質問：この女性は勉強を始める前、中国語を学ぶことについてどう思っていましたか。 

 
それでは、語彙と会話の表現について確認をしましょう。 
 
■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ください。 
 
1. 授業を受ける    take lessons 
2. ～に興味がある   be interested in ～ 
3. B ほど A ではない   not as A as B 
 
 

それでは、少し答え方についてヒントを出しましょう。会話の内容はさほど難しくありませ

ん。どうやらこの女性は中国語を勉強しているようですが、先生が面白くて勉強が苦にならな

いと言っています。うらやましいですねぇ。質問は “What did the woman think about 
learning Chinese before she started it?” ですから、今は楽しい中国語の勉強も始める前はど

う思っていたかという内容です。これをしっかりと正しく答えるには、焦らずに主語と時制、

とくに動詞と助動詞の形に気を付けることが大切です。それでは、この点に注意してもう一度

聞いてみましょう。 
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対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2013年度第 2回 2級第 9問】 

女性：ニイハオ、ジミー。これは中国語で「こんにちは」の意味よ。私ね、シティランゲッジ

スクールで中国語の授業を受けてるの。 

M: 本当かい。君が外国語に興味を持ってるなんて知らなかったよ。それに中国語、それって難

しくない？ 

W: 私も難しいだろうなって思ってたの。でもね、思ったほど大変じゃないのよ。先生が本当に

面白くて、彼女の授業は楽しいの。そのおかげで勉強するのがずっと楽よ。 

M: それは素晴らしい。僕もその授業を受けてみようかな。 

 
次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：この女性は勉強を始める前、中国語を学ぶことについてどう思っていましたか。 

 
 

■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ください。 

 
模範解答 
She thought it would be more difficult than it actually is.  
彼女は実際よりも難しいだろうと思っていました。 
 
では少し確認しましょう。模範解答は、楽しく勉強している現在と、難しいのではないかと思

っていた過去を比較する形になっていますね。“She thought it would be more difficult” という

ようにきちんと “thought / would” を意識しましょう。その上で、 “than it actually is” と現在

形の “is” に注意してください。この形はとても使い勝手が良い形なので、是非、スムーズに発音

出来るように何度も練習してくださいね。 
 
 
２ Exercise 2  passage （文章） 
 

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ください。主語と正しい答え方に注意して、聞かれたことに対して

まっすぐ答えてくださいね。 
 
英文を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2013年第 2回準 2級第 21問】 

  ポーラは高校生です。最近、彼女は理科の授業でロケットについて学んでいます。今日、先

生は生徒たちにペットボトルを使ってロケットを作る予定だと伝えました。ポーラはワクワク

しています。なぜなら、その方がただ理科の教科書を読んで勉強するよりもずっと面白いと思

っているからです。  
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次の質問に自分の言葉で答えなさい。 

質問：なぜポーラはワクワクしているのですか。その理由も答えてください。 

 
 
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ください。 
 
1. 最近     recently 
2. ～について学ぶ   learn about ～ 
3. ペットボトル    plastic bottle 

 
それでは、答え方について少しヒントを出します。質問は２つに分かれていますね。まずは最

初の質問、“What is Paula excited about?” に対してしっかり、 “She is excited about ～.”と答

えておきましょう。その後で理由についてゆっくり答えるようにするといいでしょう。それでは、

ポーズボタンを押してじっくり考えていいですから、この点に注意しながら文法にも気を付けて、

しっかり確実に話すよう心がけてください。 
 
 

英文を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2013年第 2回準 2級第 21問】 

  ポーラは高校生です。最近、彼女は理科の授業でロケットについて学んでいます。今日、先

生は生徒たちにペットボトルを使ってロケットを作る予定だと伝えました。ポーラはワクワク

しています。なぜなら、その方がただ理科の教科書を読んで勉強するよりもずっと面白いと思

っているからです。  

 
次の質問に自分の言葉で答えなさい。 

質問：なぜポーラはワクワクしているのですか。その理由も答えてください。 

 
 

■模範解答 
模範解答を聞いて、自分の答えと比べてください。 
 
質問：あなたはサラが結局のところ安心したと思いますか。理由も答えてください。 
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模範解答 
She is excited about making rockets using plastic bottles in her science class. That’s because 
she thinks it will be more interesting than reading about science in her textbook. 
彼女は理科の授業でペットボトルを使ってロケットを作ることについてワクワクしています。そ

れは、彼女は理科の教科書を読んで勉強するよりも面白いと思っているからです。 
 
  さあ、どうでしたか。ポーラだけでなくみなさんも、ただ本を読むよりも実際に試してみるよ

うな勉強の方がためになりそうですね。正に、 “Practice makes perfect.” 「習うより慣れよ」と

いうことでしょう。是非、ゲーリーの model answer をそっくり真似できるように practice して

みてください。ただし、早く答えようとして焦ることのないように注意しましょう。スピードは

慣れとともに必ずついて来ますから、まずは速く話すよりもしっかり確実に話す練習をしましょ

う。これも「英語ができる人」になる大切なポイントの１つです。 
 
そうです。「習うより慣れよ」です。速く話す必要はありません。その代わり、確実にそして自信

を持って話してください。そして、自分の発音をより滑らかにすることに集中して、何度も練習

してください。それすれば、あなたの英語のスピードは自然に速くなっていきます。 
 
 
■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くださいね。 
 

1) 反復練習 
それぞれにポーズの間に反復してください。何度も繰り返して練習してくださいね。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。  
 
Paula is a junior high school student. // 
Recently, she has been learning about rockets / 
in her science class. // 
Today, the teacher told the students / 
that they are going to make rockets / 
using plastic bottles./ / 
Paula is excited / 
because she thinks it will be more interesting / 
than just reading about science in her textbook. // 
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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ウイングにいきます。私が実際、少しシャドウイングのお手本

を示しますね。ゲーリーの後に続いてシャドウイング、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ください。 
 (G → F) 
Paula is a junior high school student. // 
Recently, she has been learning about rockets / 
in her science class. // 
Today, the teacher told the students / 
that they are going to make rockets / 
using plastic bottles./ / 
Paula is excited / 
because she thinks it will be more interesting / 
than just reading about science in her textbook. // 

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

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ください。 
準備はいいですか。それでは、始めます。 
 
Paula is a junior high school student. // 
Recently, she has been learning about rockets / 
in her science class. // 
Today, the teacher told the students / 
that they are going to make rockets / 
using plastic bottles./ / 



 
- 8 - 

Paula is excited / 
because she thinks it will be more interesting / 
than just reading about science in her textbook. // 
 

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

をシャドウ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ください。何度も練習してくださいね。

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。 
 
Paula is a junior high school student. // 
Recently, she has been learning about rockets in her science class. // 
Today, the teacher told the students that they are going to make rockets using plastic bottles. // 
Paula is excited because she thinks it will be more interesting than just reading about science 
in her textbook. // 
 
 
 
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ください。【2012年第 3回 準 2級 第 21問】 

メガンは交換留学プログラムでイタリアに行きたいと思っています。彼女はもっとイタリア語

を上手く話せるようになりたいと思っていて、それから本物のイタリア料理を食べてみたいと

思っています。しかし、メガンは、自分はイタリアに行くことが出来ないかもしれない、と心

配しています。他にも多くの生徒も交換留学プログラムを希望しているのですが、ごく少数の

生徒しか選ばれないからです。 

 
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

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ください。 
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メガンという名前の女の子が交換留学生としてイタリアに行きたいと思っていますが、彼女

は自分が選ばれないかもしれないと心配しています。この文からは、彼女がイタリア語を勉強

する理由として一つのごく単純なものしか分かりません。つまり、本物のイタリア料理を食べ

てみたいという願望だけです。しかし、これが彼女のイタリア語を勉強する唯一の理由だとは

思いません。もしかしたら、彼女はイタリアの歴史、文化、音楽、古代ローマ建築、或いはイ

タリア語そのものに興味があるのかもしれません。人がある特定の言語をもっと上手く話せる

ようになりたいと思うには様々な理由が数多くあるのかもしれません。 
そこで、質問をします。あなたはなぜ英語を勉強する、或いは勉強してきたのですか。あな

たの答えを説明してください。 
 
 
■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。彼が模範解答を提示します。よく聞いて自分

の答えと比べてください。 
 
私が英語を勉強してきた理由は数多くあります。もし、英語をもっと上手く操れるようになれば、

世界中の英語を理解する人々と意思疎通する機会が増えるかもしれません。私は、これは英語を

勉強するとても当たり前で自然発生的な理由だと思います。さらに、社会的経済的意味で言えば、

ドルが最も影響力のある通貨であるように、英語は最も強力で影響力のある言語です。これは英

語を学ぶより現実的な理由です。しかし、私が英語を勉強してきた最も現実的かつ最大の理由は

こうです。英語はすべての言語の中で最も勉強しやすい言語だということです。実際、ほとんど

すべての生徒が学校で英語を習っています。そして、英語教師の数は恐らく他のすべての言語の

教師の総合計よりも多いでしょう。それで、私たちは他のどの言語よりも英語を学ぶ機会が多い

のです。もちろん、他にもっと理由があるかもしれませんが、少なくとも私の場合は、これら３

つの理由、つまり、自然発生的、経済的、そして実質的理由が最も大きいのです。 
 
 
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、メガンという女の子が交換留学生としてイタリアに行きたいけれど、選

ばれるかどうか不安がっていることを説明しました。そして、彼女がイタリア語を上達させた

い理由として、本文からは「本物のイタリア料理を食べたい」という単純な動機しか分からな

いけれども、本当は他に様々な理由があるのではないかと指摘しています。その上で、ずばり

単刀直入に “Why do you study or why have you studied English?” と質問しました。 
これに対して私は、３つの理由を答えましたが、１つめは「多くの人とコミュニケーション

したい」という自然発生的 spontaneous で内的 internal な理由を挙げ、２つめは internal と
対比的な観点、つまり、外的 external な観点から経済的要因を挙げました。次に、経済的要因
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という現実的 realistic な理由と比較して、より現実的 more realistic な要因、つまり practical
実際上の学習機会については英語が他の言語を圧倒しているという事実を３つめの理由として

挙げました。このように、対比と比較を使って “scope” 視野を広げるというのも大変便利な方

法です。 
これは「英語ができる人」になる上でとても役に立つ方法ですから、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確認してくださいね。 
 
 

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

してください。 
 
 
 
私が英語を勉強してきた理由は数多くあります。もし、英語をもっと上手く操れるようになれば、

世界中の英語を理解する人々と意思疎通する機会が増えるかもしれません。私は、これは英語を

勉強するとても当たり前で自然発生的な理由だと思います。さらに、社会的経済的意味で言えば、

ドルが最も影響力のある通貨であるように、英語は最も強力で影響力のある言語です。これは英

語を学ぶより現実的な理由です。しかし、私が英語を勉強してきた最も現実的かつ最大の理由は

こうです。英語はすべての言語の中で最も勉強しやすい言語だということです。実際、ほとんど

すべての生徒が学校で英語を習っています。そして、英語教師の数は恐らく他のすべての言語の

教師の総合計よりも多いでしょう。それで、私たちは他のどの言語よりも英語を学ぶ機会が多い

のです。もちろん、他にもっと理由があるかもしれませんが、少なくとも私の場合は、これら３

つの理由、つまり、自然発生的、経済的、そして実質的理由が最も大きいのです。 
 
 
■結びの対話 
G: フトシ、今回君は 3 種類の異なる理由を挙げたよね、自然発生的、経済的、そして実質的な理

由。どうやって思い付いたのかな。  
F: 僕は物事を少なくとも 3 つの異なる角度からみるようにしているんだ、対比と比較を使ってね。 
G: へー。それは面白いね。もっと詳しく説明してくれないかな。  
F: いいよ。今回はまず最初にとても当たり前で自然発生的な理由を思い付いたんだ。「よし、世

界中の多くの人々とコミュニケーションしたい」ってな感じでね。これは自分の内的な思考か

ら真っ直ぐ浮かんでくる理由なんだ。それで、次に対比の技法を使って外的な理由を探してみ

た。そして、第 2 の理由、つまり経済的な理由について話しながら、この理由には現実的な或

いは実質的な側面があると気が付いたんだ。だから、比較の技法を使って、つまり、もっと現

実的で実質的な理由、この場合は「機会」を 3 つめの理由として加えたってわけ。それだけだ

よ。 
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第1 第2 第3

*内的 *外的

自然発生的  経済的 実質的

*現実的 *より現実的

 

G: ふーむ、なるほどね。君は対比と比較を使って論理を展開したんだね。リスナーのみなさんに

とって最初は少し難しいかもしれないけれど、この方法を繰り返し練習することを強くお勧め

したいね。自分の考えをより明確に表現するのにとても役立つと思うよ。  
F: ありがとう、ゲーリー。ところで、僕はずっと君に質問したいと思ってたんだよ。君の研究テ

ーマの一つ、「演劇を通じた第二言語習得」をどうして研究してるのかってね。きっかけは何だ

ったの。 
G: そうだな、高校生の頃、僕は演劇クラブにかわいい女の子がたくさんいるって気が付いたんだ

よ。それだけじゃなくて、実際に演劇をやるとそんな女の子とたちと色んな状況で交流できた

ってわけさ。 
F: ふーむ。それで、上手くいったの。 
G: もちろん、上手くいったよ。だってさ、フトシ、もし君が俳優のように表現できれば、君はも

っと女の子にモテるよ。周りの女の子とだけじゃなく… 
F: 世界中の女の子にね… 
G: それだよ、それ！ 
 
 

 
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ください。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 7 回目のタイトルは “Why do you study English?” でした。実際には様々

な理由があるし、良い悪いはありません。是非みなさんも「これ！」と思うような理由を考え、

それを英語でしっかりと伝えられるようにしてみましょう。きっと、実際の会話で何度も使うこ

とになると思いますよ。 
 
それでは… 
また次回お会いしましょう！ 


