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

第 1回 英語は時制を大切にすることば   Script  

 

■Opening Message 

 

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

 

Peter: And I’m Peter! Hello, everyone! We’re here to help you all learn English. OK, Yuji, let’s 

get started! 

 

Yuji:  All right, here we go! 

 

 

■Introduction （導入） 

 

Yuji:今月から英検ポッドキャストに仲間入りした「英語チップス from 英検」です。このタイ

トルは、皆さんも大好きな「ポテトチップス」をちょっと変えたものです。英語学習、英検

合格のために役立つ、「おいしい話」をポテトチップスのように、皆さんにつまんでもらい

たいと思います。 

番組の構成については、あとで触れるとして、まずは私たちの自己紹介からはじめます。 

 

Yuji:  Well, Peter, I think it’s proper to start off by telling the listeners a little more about 

ourselves.  

  

Peter: That’s a good idea, Yuji. I’m Dr. Peter Longcope. I teach at Senshu University.  

I come from the United States. I’m from a small town near Boston, Massachusetts. Boston 

is in the northeastern part of the United States. I have been living in Japan for 15 years, 

and on the weekends, I like to read, run, and play hockey. 

 

Yuji:  Hmm, you play hockey. Thank you, Peter.  

 

Yuji:はい、ピーターはアメリカ北東部ボストン近郊にある町の出身なんです。ちなみにボスト

ンは、上原投手などが活躍する大リーグ・レッドソックスのホームでしたね。 

 

Yuji:  And now it’s my turn. I’m Dr. Yuji Tanabe. I also teach at Senshu University.  

I’m from Yamaguchi. If you do not know where that is, Yamaguchi is on the western edge of 

the main island of Japan. It’s a beautiful place surrounded by both the Seto Inland Sea and 

the Sea of Japan. I also spend my free time reading books and driving. 
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Yuji:はい、私も川崎市にある専修大学文学部で教えています。そうです、ピーターとは同僚な

んです。でも私はボストンではなく、山口の出身ですけど…。 

 

Yuji:はい、こんな二人で番組を進めていきますが、今の紹介の中で、気になる単語やフレーズ

があったと思いますので、いくつか確認してみましょう。 

 

 

★Words & Phrases★ 

 

Yuji:はい。この Words & Phrases では、私たちが使った表現のうち、大切なものを取り上げます。 

     ポーズを入れて２度読みますので、一緒に発音してみてください。例文はピーターが自然な

速さで読みます。例文の中で、単語やフレーズがどのように使われるのかに注意して、耳を

慣らしてください。それではいきますよ。OK, Peter? 

 

Peter: Massachusetts（×２） Yuji:「マサチューセッツ州」  

 

Yuji:はい、マサチューセッツはアメリカ北東部の大西洋側に位置する州です。英語では Boston, 

Massachusetts のように、まず具体的な地名を先に言い、その後に、州の名前をそえます。     

これは、地名がどの州にあるのかを、はっきりとさせるためです。アメリカは大きな国です

から Boston という名前の都市がほかに、いくつもあります。Now, Let us listen to Peter. 

 

Peter: I’m from a small town near Boston, Massachusetts.（×１） 

 

Yuji: The next word is … 

 

Yuji:  northeastern（×２） Peter:「北東の」  

 

Yuji:  in the ～ part of で、「～（なになに）の（どこどこ）にある」と、場所を表すことができま

す。「～（どこどこ）」の箇所に東西南北を表す形容詞を入れると場所を伝えることができま

す。Peter? 

 

Peter: Boston is in the northeastern part of the United States.（×１） 

 

Yuji:  The next word is … 

 

Peter: weekends（×２）  Yuji:「毎週末」  
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Yuji:単数の weekend に複数を表す-s が付いています。複数にすると、毎週の weekend、つまり

「毎週末」という意味になります。OK, Next, Peter. 

 

Peter: On the weekends, I like to run.（×１） 

 

Yuji: Next is … 

 

Yuji:  tips（×２） Peter:「役立つアドバイス」 

 

Yuji:はい、tips は「実用的な、役立つアドバイス」という意味です。tips にはもうひとつ、海外

のホテルなどでサービスを受けた場合に支払う「チップ」という意味もあります。なお、発

音は tips で、potato chips の chips とは違いますので、注意してください。Peter? 

 

Peter: Each month, we’ll give you tips about learning English.（×１） 

 

Peter: The next word is … 

 

Peter: edge（×２） Yuji：「端」 

 

Yuji:刃物や崖などの「端」を表すことばです。元々は「鋭い」という意味を持つ単語です。こ

この on the western edge of 〜は「～（どこどこ）の西の端に」という意味です。先ほどの

in the northeastern part of と同じように、場所を表す表現ですね。ではピーターの例文です。 

 

Peter: Yamaguchi is on the western edge of the main island of Japan.（×１） 

 

Peter: Next is … 

 

Yuji:  spend my free time ~ ing （×２） Peter: 「～休みの時には～（なになに）をして 

過ごす」  

 

Yuji:はい、spend「～（なになに）」ing という形で、「時間などを～（なになに）をして過ごす」

と、「定期的に行うこと」を表します。 

spend の後ろの「～（なになに）」の箇所には、時間やそれに関係する言葉が来ます。 

例えば、これはピーターの趣味ですが…、 

 

Peter: I usually spend two hours playing hockey on Saturdays. 
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Yuji:というと、「毎週土曜日には２時間、アイス・ホッケーをして過ごす」という意味になりま

す。毎週やって来る土曜日なので、ここも Saturdays と複数になっていますね。 

ちなみに自己紹介で、私たちはよく趣味について話すことがありますが、その「趣味」を

英語で伝えるとき、少し注意が必要です。OK, Peter, your feed! 

 

Peter: Yes. I often hear learners start their introductions by saying “My hobby is…” While hobby 

is usually translated into Japanese as 趣味, it is used differently in English. In English, 

playing sports, playing musical instruments, reading books, or things like that are not 

hobbies. Hobbies are things that WE spend a lot of time doing but that MOST other 

people don’t do. For example, hobbies are building models, collecting coins, or collecting 

rare books, like Yuji does. 

 

Yuji:  Yeah, I’ve been collecting rare books. 

 

Yuji:確かに「趣味」は英語では hobby と言いますが、hobby は時間を忘れるほど没頭するもの

を指して、読書やスポーツなどは hobby とは呼びません。そんなときにはこの spend 〜ing

を使うといいですよ。 

 

Yuji:はい、Words & Phrases には、このようにちょっとした tips も含まれますので、あとで辞

書を引いて確認したり、自分の英語ノートやメモ帳などに書き残したりするなどして、活用

してください。 

 

 

■Objectives of the Show （この番組の目的） 

 

Yuji:  OK, so much for our introductions. Now, Peter, I think we should tell the listeners about 

the contents of our show. 

 

Peter: I agree, Yuji. Here on our podcast we’ll talk about English and give tips about learning 

English. We’ll also teach you some important words and phrases and talk about 

pronunciation, listening, reading, writing and speaking. 

 

Yuji:はい。私たちの番組では、シンプルな英語で、英語・英語学習に関する対話をお届けし、

それを聴きながら、リスニング力、単語力をアップします。同時に発音やリーディング、ラ

イティング、スピーキングの各技能の基本を身につけていくこともねらいにします。加えて、

英語を使いこなせるようになるための tips を、ふんだんに盛り込みたいと考えています。 

番組を聴くことで、皆さんの英語コミュニケーション能力が伸び、そして英検にもどんどん

合格することを願っています！ 
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Peter: Right. It is our hope to help you get better at English AND to see many of you pass Eiken! 

 

Yuji:  Yes! 

 

Peter: And we’d like to answer some of your questions about English as well. At the end of the 

podcast, we’ll tell you how to send us your questions. 

 

Yuji:  Yes, that’s an interesting feature! 次回からは番組の最後に、英語・英語学習に関する「よ

ろず相談コーナー」を開設する予定です。残念ながら、すべてに答えることはできません

が、いくつかは、番組の最後で取り上げるのはもちろん、また番組作りの中でも活かして

いきたいと思います。 

 

Peter: In this next section we will again be teaching you some of the words and phrases that we 

just used. 

 

 

★Words & Phrases★ 

 

Yuji:はい、本日 2度目の Words & Phrases です。 

 

Peter: Words & Phrases Let’s begin.  

 

Peter: so much for ～（×２） Yuji: 「～はこれまで、これで終わり」 

 

Yuji:教室で先生が授業の終わりに So much for today.「今日はここまで」と言われることがあり

ますね～。 

 

Yuji:  The next word is … contents（×２） Peter: 「内容」 

 

Yuji:はい、これは「コンテンツ」というカタカナでおなじみですね。contents には「本などの

目次」という意味もありますよ。例文です。 

 

Peter: We should tell the listeners about the contents of our show.（×１） 

 

Yuji:はい、この例文の中にも、もうひとつ大切な表現があります。Next is … 

 

Peter: tell somebody about ～（×２） Yuji: 「人に～（なになに）を教える、伝える」 
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Yuji:はい、「人に～（なになに）を教える」というときの定番表現です。動詞の tell に注目して

ください。ピーターの補足です。 

 

Peter: Especially for Japanese learners, it is important to understand the difference between tell 

and teach. In English the word tell is more common. If we want simple information we 

use the word tell. For example, “Can you tell me your e-mail address?” or “Can you tell 

me how to get to the train station?” But for something that takes a longer time, we use 

teach. For example, “Can you teach me how to ski?” or “Can you teach me English?” The 

difficulty for Japanese learners is that in Japanese, we use the word 教える in both 

cases, and the most common translation of 教える is teach. 

 

Yuji:  Thank you, Peter! まさにその通り！「教える＝（イコール）teach」と単純に結ばないよ

うにしてください。シンプルにまとめますと、tell は「短い情報を教える」ときに、teach

は「時間がかかるものを教える」場合に、それぞれ用いられます。さて、例文です。Peter? 

 

Peter: Who will tell her the news?（×１） 

 

Yuji:はい、「誰がその知らせ news を彼女に伝えるのだろうか？」という例文でした。 

The next word is … 

 

Yuji:  feature （×２） Peter: 「特色」 

 

Yuji:はい、feature には「目立つ点、特徴」、それから「顔つき」などの意味があります。 

ここは「目玉企画」といった意味で私は使いました。Peter? 

 

Peter: That’s an interesting feature.（×１） 

 

 

■Today’s Tips （今日のおいしい話） 

 

Yuji:  OK! Let us move on to today’s tips. はい、ここまでは主に自己紹介に関する話をしてきま

したが、それも含めて日本人が英語を実際に使う上で、気をつけておきたいポイントをお

伝えする today’s tips です。Peter, what is our first tip? 

 

Peter: Yes, our first tip today is “using the present tense for statements of fact”. 

 

Yuji:  OK. “Using the present tense …” “Statements of fact …” hmm, that sounds a bit difficult to 

me. I think we should explain that?  
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Peter: Right. In English, when we talk about a current situation that is true, we use the present 

tense. For example, Tokyo is the capital of Japan. In this case, we use is, the present tense 

of to be or “be 動詞の現在形 (Be doshi no Genzai Kei)”, because Tokyo is now the capital 

of Japan. This is also true when we talk about facts about ourselves. 

 

Yuji:  Hmmm, that’s an interesting point. But I think we should give the listeners an example or 

two? 

 

Peter: Of course. We can see examples of this use of the present tense in what you and I said in 

our introductions: 

 

[YUJI’S INTRODUCTION] 

 I’m from Yamaguchi. 

 Yamaguchi is on the western edge of the main island of Japan. 

 

[PETER’S INTRODUCTION] 

 I come from the United States. 

 Boston is in the northeastern part of the United States. 

 

Yuji:  I see. Another point is that learners sometimes make the mistake of saying I came from … 

instead of I come from … 

 

Peter: Right. I came from … means where you were just living. I came from Nagoya to Tokyo, but 

I come from a small town near Boston. If you say I came from Kyushu when you mean I 

come from Kyushu, other speakers of English may get confused. When you are talking 

about your hometown, remember to always use the present tense—I come from … or I am 

from … 

 

Yuji:  OK. Now let me explain to our listeners in Japanese what we’ve just said. 

 

Yuji:はい、最初の tip は時制の話です。日本人が英語を話したり、書いたりするときに、現在の

ことを伝えているのに、急に過去形を使ったり、逆に過去の話なのに現在形を用いてしまっ

たりして、時間軸のルール、つまり、時制があやふやになることが指摘されています。 

 

Peter: Right! 

 

Yuji:例えば自己紹介で出身地を言う場合、日本人は「～（どこどこ）からやって来ました」とい

う日本語そのものが過去形なので、それに引きずられるように、英語で、 “I CAME from ～.”
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という人が多いのです。 

時制がゆらいでしまうと、聞き手は混乱してしまいます。過去のことを話していても、そ

れが今も事実であれば、過去形にすることはありません。英語は時間軸に厳密なんです。 

これはとても大切なことです。話したり、書いたりするときだけではなく、読むときや聴

くときにも、踏まえておきたいポイントです。 

 

さて、ここで実際、英検の問題を見てみましょう。 

 

[2013 年度第 1 回検定一次試験 3 級 大問 2 (20)] 

  Father : Why is Jessica crying?  

  Son : She was running outside, and (   ) 

 

  1 it’s her birthday.   3 she fell down. 

  2 that’s her textbook.  4 she’ll be back soon. 

 

これは父親と息子の会話です。父親の「なぜジェシカは大泣きをしているんだ？」という問

いに対して、息子の応答としてもっとも適切なものを、１～４の選択肢の中から選ぶ問題で

す。もちろん話しの流れ自体からも答えは見つかりますが、時間軸の観点からも正答にたど

りつけるんですよ。 

 

ジェシカは外で走っていて、つまり、She was running という過去形（*より具体的には「過

去進行形」）の文が、問題のカッコの前にあるので、カッコに入る動詞は過去形でないと時

間軸に反します。ここから考えてみても答えは３の fell down 「転んだ」と結論づけられ

ますね。 

 

時間軸を守るという大切なポイント、分かりましたか。 

Peter, sorry for my long talk. Shall we move on? 

 

Peter: Yuji, before we continue, I think we should stop for a second and explain about I’m from 

blah-blah-blah and I come from blah-blah-blah. 

 

Yuji:  Uh …, that’s right. これも自己紹介でよく見られることですが、皆さんは、 “I’m from” と 

“I come from” という二つの表現に、「意味の違いはあるのかな？」、という疑問を持ったこ

とはありませんか。 

 

Peter: In English, when we talk about where we are from, we can say either I’m from or I come 

from. While the verbs in the two phrases are different, there is NO difference in meaning in 

any way. 
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Yuji:はい、「～（どこどこ）出身です」に関する、I’m from ～とＩcome from ～という言い方

には意味上の差はまったくないとのことです。安心しましたね。  

 

Yuji: はい、それでは今のやりとりの中で気になった表現などを最後に押さえておきましょう。 

 

 

★Words & Phrases★ 

 

Yuji:  the Present Tense（×２） Peter: 「現在時制」 

 

Yuji:文法用語ですね。「現在の」は present、tense は「時制」を表します。例文の方は簡単なも

のにしましょうね。Peter? 

 

Peter: The present tense of went is go. （×１） 

 

Yuji:  The next word is… 

 

Peter: explain（×２）     Yuji: 説明する 

 

Yuji:はい、この単語の元々の意味は、「完全に平らにする」なんです。情報がスムーズに伝わる 

ように、「話の表面を平らにする」という由来を持つ単語なんですよ。ピーターの例文です。 

 

Peter: Can you explain that?（×１） 

 

Peter: OK, the next word is … 

 

Yuji:  situation（×２） Peter: 「状況」 

 

Yuji:  situation は「場所、立地」という意味のほか、「状況、立場、情勢」などを意味します。

ここは、「現在の」を表す current が先に来ていますので、まとめて「現在の状況」という

意味になります。Peter? 

 

Peter: We must do something to change the current situation.（×１） 

Yuji:  The next word is … 

Peter: capital（×２） Yuji: 「首都」  

 

Yuji:はい、英語の単語で、c-a-p は「頭」を表します。「野球帽」の cap はそのいい例ですね。

ちなみに「チームリーダー」を表す単語、captain にも c-a-p がありますね。 
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Peter: Tokyo is the capital of Japan.（×１） 

 

Yuji:  OK, next word is … 

 

Yuji:  blah-blah-blah（×２） Peter: 「などなど」 

 

Yuji:はい、これは具体的なものや例などを省略するときに、会話でよく用いられます。日本語

の「などなど」に相当します。 OK, let us listen to Peter. 

 

Peter: I’m from blah-blah-blah.（×１） 

 

Yuji:  Next is … 

 

Peter: get confused（×２） Yuji: 「混乱する、こんがらがる」 

 

 

Yuji:はい、get は「～（なになに）になる」、confused はいろいろなものを一緒に注いだ状態を

指します。そこから「混乱する」という意味になります。Peter? 

 

Peter: They got confused（×１） 

 

Yuji:  OK, so much for today’s Words & Phrases. あとで対話をまた聴いたり、自分のメモ帳を見

たりして、「脳内の辞書」に input してくださいね。そうそう次回はどの位、覚えているの

か、少しチェックを入れみようかな？ 

 

 

■Closing Dialogue 

 

Yuji:  All right. That’s all the time we have today. 今日は自己紹介を中心に、時間軸を守るという

英語の大切なルールをお伝えしました。 

今回の「英語チップス」のお味はいかがでしたか。 

 

Yuji: But before we go, Peter’s going to explain how to send us your questions or comments. 

 

Peter: As we said at the beginning, 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. 
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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. 

 

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 … 

 

Peter: … if you want to LEARN English … 

 

Yuji:  … you need to USE English. 

 

Peter: So have a nice month. 

 

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

 

Y & P: “Eigo Chips from Eiken”! 
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