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

第 2回 SVO の語順感覚を身に付けよう   Script（和訳付き）  

 

■Opening Message 

 

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

（こんにちは、皆さん。「英語チップス フロム英検」にようこそ。ユウジです。） 

 

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

OK, Yuji, let’s get started! 

（私はピーターです。こんにちは、皆さん。皆さんの英語学習のお手伝いをしていきます。 

さあ、ユウジ、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） 

 

Yuji: OK, to start the show, we’d like to have a quick review of some of the words and phrases we 

learned last time.  

（はい、番組を始める前に、前回学んだ単語とフレーズを簡単に復習してみたいと思います。） 

 

Peter: Excellent. 

（いいですね。） 

 

Yuji: はい、まずはウォームアップです。前回取り上げた表現のいくつかを Q&A 形式で復習 

してみましょう。ポーズのところで答えてください。 

 

First, I’d like everyone to answer this question in English, try to answer as quickly 

as possible: 

（まず、この質問にできるだけ早く英語で答えてみてください。） 

Where are you from? 

（出身はどこですか？） 

 

Peter: I’m from a small town near Boston. 

Or 

I come from a small town near Boston. 

（ボストンの近くにある小さな町の出身です。 

または…ボストンの近くにある小さな町から来ました。） 
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Yuji: Remember, the important point is to use the present tense with either am from or come 

from. 出身地を答えるときは現在形を用いるんでしたね。 

 

Peter: OK, that was the main point from last time. 

（うん、それが前回のテーマでした。） 

 

Yuji: Right. Please translate this sentence into English.  

（そうですね。次にこの文を英語に訳してみてください。） 

誰が彼女にそのニュースを伝えますか。 

 

 

Peter: Who will tell her the news? 

Remember that one of the important points here is to use the word tell and  

NOT the word teach. 

（ここでのポイントは teach という語ではなく、tell を用いることでしたね。） 

 

Yuji: Last one. As quickly as you can, please answer the following Japanese question in English: 

      （最後の問題です。できるだけ早く次の日本語の質問に対して英語で答えてください。） 

あなたの趣味はなんですか。 

 

Peter: I like to spend my free time reading. 

Or 

On the weekends, I enjoy playing hockey. 

（私は時間がある時には本を読んで過ごすのが好きです。 

または…毎週末にはホッケーを楽しみます。） 

 

One of the important points here is to remember that, in English, the word hobby is not 

used that often and is ONLY used for certain kinds of things. Listening to music and 

reading manga are NOT hobbies because they are common activities. 

（大切なポイントはたくさんあります。そのひとつが英語の場合 hobby という単語はあまり使われず、し

かも特殊な事柄にしか用いられないということでした。音楽を聴くことや漫画を読むことは一般的なこ

とではないので、hobby ではないのです。） 

 

 

Yuji:そうでしたね。英語の hobby は「オタク」に近い感じです。 

OK, that’s the end of our review for this month.  

Now let’s move on to something new. 

（では、これで復習コーナーを終わりにします。 

さて、新しいトピックへと移りましょう。） 



 
3 

 

 

 

■Today’s Tips （今日のおいしい話） 

 

Peter: So Yuji, what should we talk about today? 

（ユウジ、今日のトピックは？） 

 

Yuji: I think we should talk about basic word order. 今日の tips は英語の語順についてです。 

 

Peter: That seems like a natural place to begin. 

（そこから始めるのが自然な流れだと思うよ。） 

 

Yuji: Yes、あっ、忘れるところでした。よろず相談コーナーを番組の最後にお伝えします。 

But before we start, I have a trivia question for our listeners.  

本題に入る前にトリビアな質問から始めます。 

 

Peter: Oh, that sounds fun. I love trivia and I’m sure many of our listeners do, too.  

What’s your question? 

（面白そうだね。私もトリビアが大好きだし、リスナーの皆さんもそうでしょう。で、どんな質問？） 

 

Yuji: I want to ask them if they know how many languages are spoken in the world today.  

「世界で話されている言葉はいくつあるのでしょう？」という質問です。 

 

Peter: That’s a great question. Now by language you mean something like Japanese or English, 

right? 

   （すごい質問だね。今の language というのは日本語や英語のようなものを指すんだよね？） 

 

Yuji: Or Chinese or Korean or Spanish. That’s right. 

（そう、中国語や韓国語、スペイン語も含まれるよ。） 

 

Peter: And when you ask how many, should the listeners guess an exact number, like  

57 or 10,863? 

（いくつかって聞いたら、リスナーのみんなは 57や 10,863 みたいに正確な数字を言うべきなのかい？） 

 

Yuji: No, not an exact number. For many reasons, it is difficult to count languages, so no one 

knows exactly how many languages there are in the world. Therefore our listeners should 

say ABOUT how many languages they think are spoken in the world today. 

 （違います、正確な数字は必要ありません。様々な理由から、言語の数を数えるのは難しいので、世界

にいくつの言語があるかなんて正確に知っている人はいないのです。だから、リスナーの皆さんは、世

界で今使われている言語の数をだいたいでよいので、考えてください。） 
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Peter: OK. So in a second, Yuji is going to tell us the answer. So if you need time to think, pause  

the podcast for a second. 

（了解。あとでユウジが答えを教えてくれます。考える時間が必要だったら、ポッドキャストを止めて

ちょっと考えてみてください。） 

OK, Yuji, what’s the answer? About how many languages are spoken in the world today? 

（じゃあユウジ、答えはどうなの？ どれくらいの言語が世界で話されているのかな？） 

 

Yuji: According to Sanseido’s Encyclopedia of World Languages, there are about 8,000 

languages spoken in the world today. Did you guess a number that was close? 

 （三省堂の『言語学大事典』によると、約 8,000 の言語が世界で話されています。皆さんの予想は当た

りましたか？） 

 

Peter: That’s a lot of languages. 

（そんなにたくさんの言語があるんですね。） 

 

Yuji: みなさんの答えはどうでしたか？ 方言など、どうするかで、学者の間でも意見は分かれ

ていますが、先ほど述べた辞書には、8,000 以上の言語が収録されています。 

はい、それではここで一旦、区切りを入れましょう。Words & Phrases です。 

今月もたくさんの tips を盛り込みます。Are you ready, Peter? 

 

 

★Words & Phrases★ 

 

Peter: basic（×２）  Yuji:「基本的な」 

 

Yuji: OK、これは「土台」を意味する base の形容詞です。basic は word order を修飾して、「基

本的な語順」という意味になります。ちなみに「順序、順番」を表す order には Peter が

使っていたように動詞用法もあり、これには「命令する」のほか、「～をきちんと配列す

る」という意味もあります。 

     以下、例文はスクリプトを見ないようにして、聞いてくださいね。Peter です。 

 

Peter: I think we should talk about basic word order.（×１） 

 

Yuji: The next phrase is … 

 

Peter: seems like（×２）       Yuji:「～のように思える」 

 

Yuji: はい、seems like は「～のように思える、見える」という意味です。seem には話者の推

測が入っています。同じ表現に、look like がありますが、これは様子や顔の表情から見て、

「～のように見える」という意味です。Now, Peter? 



 
5 

 

Peter: That seems like a good idea.（×１） 

 

Peter: The next word is … 

 

Yuji: natural（×２）   Peter:「自然の」 

 

Yuji: natural はカタカナにもなっていておなじみですね。これは「自然」を意味する nature の

形容詞で、「自然の」という意味ですが、ここでは place を指していますので、「当然の、

順当の」という意味合いでとらえてください。OK, Peter? 

 

Peter: That’s a natural place to begin.（×１） 

 

Peter: The next word is … 

 

Yuji: trivia（×２）  Peter:「ささいな」 

 

Yuji: はい。元々は「ささいな、つまらない」という意味の単語ですが、「雑学的知識の」とい

う意味も加わりました。 

 

Peter: I have a trivia question for our listeners. （×１） 

 

Yuji: Next is … 

 

Peter: By language you mean …（×２） Yuji:「言語というのは～という意味ですか」 

 

Yuji: By language you mean で、「あなたが今使った“言語”という単語は、～という意味なので

すか？」と、相手が使ったことば、ここは language、の意味を確認したいときに用います。 

What do you mean by that? 「それはどういう意味でしょうか」という表現と、併せてス

トックしておきましょう。Peter の例文です。 

 

Peter: By language you mean something like Japanese, right?（×１） 

 

Peter: Next is … 

 

Yuji: exact （×２）  Peter:「正確な」 

 

Yuji: exact は「（計算などをして）正確な、きっかりの」という意味で使われます。 

 

Peter: Should the listeners guess an exact number like 57? （×１） 
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Yuji: The next word is … 

 

Peter: reason（×２）   Yuji:「理由」 

 

Yuji: reason は「理由、わけ」を意味します。これは「計算すること」が元々の意味です。 

Now, let’s listen to Peter. 

 

Peter: For many reasons, it is difficult to count languages.（×１） 

 

Yuji: Next is … 

 

Yuji: in a second（×２） Peter:「すぐに」 

 

Yuji: second は「秒」ですね。in は「今から～たって、経過して」という時間的な期間を表し

ます。それらを合わせた in a second は「すぐに」という意味になります。文字通りには

「今から１秒たって」なのですが、それほど厳密ではありません。同じ表現として in a 

minute があげられますが、in a second と、意味の差はありません。Peter です。 

 

Peter: In a second Yuji is going to tell us the answer. （×１） 

 

Yuji: According to ～（×２）          Peter:「～によれば」 

 

Yuji: はい。According to ～は客観的な情報を紹介するときに用います。to 以下に情報のソー

スが来ます。注意したいのは、ここにある encyclopedia（百科事典）のように、ソースに

来るのは権威のある第三者的な事典、機関、学者などです。つまり According to me など

とは言えないので注意してください。OK, Peter? 

 

Peter: According to an encyclopedia, there are about 8,000 languages. （×１） 

 

Yuji: 以上，最初の Words & Phrases でした。いつものように自分のメモ帳に書き込むなどして、

チャンスがあったら使ってみてください。 

それではわたしたちの会話をもう一度、聞いてください。 
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[*REPEAT] 

 

Peter: So Yuji, what should we talk about today? 

 

Yuji: I think we should talk about basic word order.  

 

Peter: That seems like a natural place to begin. 

 

Yuji: Yes, But before we start, I have a trivia question for our listeners.  

 

Peter: Oh, that sounds fun. I love trivia and I’m sure many of our listeners do, too.  

What’s your question? 

 

Yuji: I want to ask them if they know how many languages are spoken in the world today.  

 

Peter: That’s a great question. Now by language you mean something like Japanese or English, 

right? 

 

Yuji: Or Chinese or Korean or Spanish. That’s right. 

 

Peter: And when you ask how many, should the listeners guess an exact number, like  

57 or 10,863? 

 

Yuji: No, not an exact number. For many reasons, it is difficult to count languages, so no one 

knows exactly how many languages there are in the world. Therefore our listeners should 

say ABOUT how many languages they think are spoken in the world today. 

 

Peter: OK. So in a second, Yuji is going to tell us the answer. So if you need time to think, pause  

the podcast for a second. 

 

OK, Yuji, what’s the answer? About how many languages are spoken in the world today? 

 

Yuji: According to Sanseido’s Encyclopedia of World Languages, there are about 8,000 

languages spoken in the world today. Did you guess a number that was close? 

 

Peter: That’s a lot of languages. 
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Yuji:はい。それでは tips に戻りましょう。Right. Now we should get back to our topic, basic word 

order. All languages need to order information, and there are only a few ways to do this. 

 （さて本題に戻りましょう。今回のテーマは基本的な英語の語順です。あらゆる言語で、情報は特定の語

順に応じて並べられますが、配列の方法はわずか数種類なのです。） 

 

Peter: Exactly. And we can think of three basic kinds of information in a sentence (文):  

（その通り。「文」の中の情報配列の順番は基本的には 3種類あります。） 

 

Yuji: So with three kinds of information, that information can be ordered in six possible ways. 

（その基本的な 3種類の配列順序の中で、情報が並べられるのにはさらに 6つの方法が考えられます。） 

 

Peter: OK, here’s where I want to give some trivia. Yuji told us there are 8,000 languages in the 

world. And in those 8,000 languages, what is the most common order to put information 

in? Do you know? It’s subject (主語), object (目的語), verb (動詞), or what we call SOV. 

 （ではここで、私のトリビアをいくつか紹介したいと思います。ユウジが「世界には約 8,000 もの言語

がある」と伝えてくれました。その言語の中で最も一般的な情報の並べ方は何でしょう？ 知っています

か？ それは subject（主語）、object(目的語)、verb(動詞)の配列順序で、これは SOV と呼ばれています。） 

 

Yuji: That’s right. About 45% of all languages in the world use SOV word order, including 

languages like Turkish, Latin, and, as we all know, Japanese. 

 （ですね。世界の言語の 45％は SOV の語順を使っていて、これにはトルコ語やラテン語、そしてご存知

のように日本語も含まれます。） 

 

Peter: And the second most common order to put information in is …? Subject (主語), verb (動

詞), object (目的語), or what we call SVO. 

 （2 番目に一般的な情報の並べ方といえば…さて何でしょうか？ はい、主語、動詞、目的語という順番

の SVO 語順なのです。） 

 

Yuji: Yes, about 42% of all languages use SVO word order, including Russian, Chinese, and 

English! 

 （はい、すべての言語のうち、約 42％が SVO の語順を使っていて、これにはロシア語や中国語、そして

英語が含まれます。） 

 

Peter: So different languages sometimes have different ways to order this information. But there 

isn’t anything really special about the word order of a language. Only that you need to 

follow that order when you use that language. 

 （言語が違うと語順も様々なのです。でも、語順は何も特別なことはありません。ただ使う言語の語順

を守りさえすればよいのです。） 
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Yuji: And when you first learn another language, if the basic word order of that language is 

different from that of your first language, it can take a little time to get used to. 

 （外国語を学ぶとき、もしその語順が母語の語順と違うのなら、確かに慣れるのには少し時間がかかる

かもしれません。） 

 

Peter: That’s definitely true, Yuji. I remember when I first started learning Japanese I kept 

saying things like “私は、行く、図書館”. The problem was that I kept trying to translate 

directly from English to Japanese. 

 （そうだね、ユウジ。私が日本語の勉強を始めたとき、“私は，行く，図書館。”と言い続けていたこ

とを覚えています。英語から日本語に直訳してしまっていたのがいけなかったのだけど。） 

 

Yuji: But you don’t have that problem anymore. 

（もうその問題は心配ないね。） 

 

Peter: No. I still have many problems with my Japanese, but that isn’t one of them. 

（そんなことないよ。まだまだ私の日本語は間違いだらけなんだ。でも、語順はもう卒業だと思うよ。） 

 

Yuji: Now, I’ll give the listeners a rundown in Japanese. 

 

はい、前回の時制のルールに続いて、大切な別のポイントが語順、「語順感覚」です。 

世界の言語は、SOV「主語＋目的語＋動詞」と SVO「主語＋動詞＋目的語」という 2つの

語順体系に大きく分けることができます。 

なぜそうなったのかは解明されていませんが、日本人が英語を学習するということは、

SOV に慣れている人が SVO を学ぶということに他なりません。 

SOV で育った人が英語力を身につけるには、SVO の特徴を知ることが重要になります。

その最大の特徴は、Subject「主語」と Verb「動詞」を最初に置くということです。言い

換えるなら、「誰が」、「どうする、もしくはどんな状態である」という情報が先出しされ

るということです。 

I am from a small town near Boston.という前回の文を例に取りますと、聞き手は I am を

聞いただけで、「はは～ん、自分は～である」という状態を言おうとしていると、瞬時に

わかり、そのあとの流れも予想できます。 

同じように I go to the library.という文でも、I go だけで「私が行く」という情報が先に

入りますので、その後が予想しやすくなります。 

ところが SOV の日本語の場合、動詞を含む述部が最後に来ますので、そうは行きません。

「私はボストンの近くの小さな町の出身です。」も「私は図書館に行く。」も、文の最後ま

で待たないといけないのです。 

Peter が日本語を学び始めた頃、“私は、行く、図書館”と言っていたのもよくわかります

ね。 

英語は大切な情報骨格を先に送る、コミュニケーションをする相手に大切な情報から伝え

る言語なんだ、とくに S と V を 先出しするんだ、ということを押さえてくださいね。こ
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れを「語順感覚」といいます。話したり、そして書いたりする output だけではなく、読

んだり、聞いたりする input の原則にもなるのです。 

 

Yuji: OK, Next we’d like to give you an example to see more of this “語順感覚”.  

英検 3級 2013 年度 第１回検定一次試験の一部です。 

 

Listen to the conversation between two friends and then answer the question.  

You might want to write the answer down, but you do not have to. 

（二人の友達の会話を聞いて問いに答えてください。答えを書きたくなるかもしれませんが、その必要は

ありません。） 

 

 

[2013 年度 第 1 回検定 一次試験 3 級 リスニングテスト 第 2 部 No.14] 

（★=男性 ☆=女性） 

 

☆What did you do on the weekend? 

★I played soccer.  I play it every Saturday. 

☆That’s nice.  I watched TV and studied. 

★Really?  I studied on Sunday. 

☆Question: What does the boy do on Saturdays? 

 

☆週末には何をしたの？ 

★サッカーをしたんだ。毎週土曜日には練習しているんだ。 

☆いいわね。私はテレビを観て、勉強したわ。 

★そうなの？ 僕は日曜日に勉強したよ。 

☆問い：この男の子は毎週土曜日に何をしますか？ 

 

 

Peter: Did you understand the conversation? They are talking about what they did on the 

weekend. When the boy answers, he also talks about what he does every Saturday.  

 （二人の会話は理解できましたね？ 彼らは週末に何をしたかを話していましたね。男の子が答えたとき、

毎週土曜日にしていることについても話していましたね。） 

 

Yuji: OK. Listen one more time and check your answer. 

（はい。それではもう一度聞いて答えを確認してみましょう。） 
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[2013 年度 第 1 回検定 一次試験 3 級 リスニングテスト 第 2 部 No.14] 

（★=男性 ☆=女性） 

 

☆What did you do on the weekend? 

★I played soccer.  I play it every Saturday. 

☆That’s nice.  I watched TV and studied. 

★Really?  I studied on Sunday. 

☆Question: What does the boy do on Saturdays? 

 

 

Yuji: How did you do this time? Peter will tell you the answer, and then I will explain it. 

（今回はどうでしたか？ まずピーターが解答します。そのあとに私が解説します。） 

 

Peter: OK, the answer is: The boy plays soccer on Saturdays. 

（では解答です。この男の子は毎週土曜日にサッカーをします。） 

 

Yuji: The first point to be careful about is to make sure that you had the word order correct. 

Your answer should be subject (主語, The boy) , verb (動詞, plays) object, (目的語, 

soccer).  

 （まず初めに注意しなければならないのが、正しい語順になっているかどうかのチェックです。皆さん

の解答は主語、動詞、目的語の順になっていなければなりませんね。） 

 

解説です。女の子の最初の What did you do on the weekend?は、聞きたいことを What

という形で最初に出しています。そのあとに過去形を作る疑問文、did you do を持ってき

て、さらに on the weekend という副詞句が来ています。疑問文でも、大切な情報“what”

を先に置くという語順の原則が働いています。 

もう少し見てみますと、男の子は What という問いに対して、I played soccer.と真っ先に

答えています。そのあとの二人のやりとりの解説は省略しますが、同じく情報骨格を与え

るという語順がしっかり踏まえられていますね。 

 

さて、問いの方は What does the boy do on Saturdays?とあります。この問いも女の子の最

初の質問と同じように、一番聞きたいことを What で始めて、そのあとは疑問文の語順を

踏まえています。ポイントは on Saturdays と、前回、触れたように Saturday が複数にな

っていますので、「毎週土曜日には」となります。これは every Saturday と置きかえるこ

ともできます。 

ということで、答えは、He plays soccer every Saturday. となります。大切な S と V を先

出しする英語の「語順感覚」をどんどん身に付けていってくださいね。 
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★Words & Phrases★ 

 

Yuji:はい、本日 2度目の Words & Phrases です。 

 

Peter: Words & Phrases Let’s begin. 

 

Peter: get back to（×２）  Yuji:「～に戻る」 

 

Yuji: get back to には「仕事などの本題に戻る」やメールや電話などに「あとで返事をする」と

いう意味があります。ここは最初の方ですね。Peter です。 

 

Peter: Now we should get back to our topic.（×１） 

 

Yuji: The next word is … 

 

Yuji: information（×２） Peter:「情報」 

 

Yuji: information は「～に知らせる、告げる」という意味の動詞 inform の名詞です。「（～につ

いての）情報、資料」という意味で用いられます。Peter? 

 

Peter: All languages need to order information.（×１） 

 

Yuji: The next word is … 

 

Peter: get used to ～（×２）  Yuji:「～になれる」 

 

Yuji:はい、get used to の used は use の過去形と同じ綴りですが、形容詞で「慣れている」とい

う意味を表します。さらに get と to を伴って「慣れる」という状態への変化を表します。

発音は/ju:st/で、末尾の d はにごりません。OK, listen to Peter’s example.  

 

Peter: It can take a little time to get used to.（×１） 

 

Yuji: OK, next is … 

 

Peter: The problem was that ～（×２）  Yuji:「問題は～ということでした」 

 

Yuji:はい、The problem was that ～、その現在形 The problem is that ～という言い方も覚えま

しょうね。まず The problem is と言って、相手の注意を引きます。そのあと that 以下で

問題の具体的な内容を持って来るのです。日本語でも「問題は～なのです」という言い方

をしますが、一種の強調表現です。Peter です。 
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Peter: The problem was that I kept trying to translate directly from English to Japanese.（×１） 

 

Yuji: OK、それでは語順感覚を意識しながら、もう一度聞いてみてください。 

 

 

[2013 年度 第 1 回検定 一次試験 3 級 リスニングテスト 第 2 部 No.14] 

（★=男性 ☆=女性） 

 

☆What did you do on the weekend? 

★I played soccer.  I play it every Saturday. 

☆That’s nice.  I watched TV and studied. 

★Really?  I studied on Sunday. 

☆Question: What does the boy do on Saturdays? 

 

 

Answer: The boy plays soccer on Saturdays. 

 

 

■Listener Mail 「よろず相談コーナー」 

 

Yuji: OK. Looks like we are running out of time, but do we have any listener mail to our 

「よろず相談コーナー」, Peter? 

（そろそろお別れの時間のようですね。その前に、ピーター、「よろず相談コーナー」宛に何かリスナーか

らメールは届いたかな？） 

 

Peter: Yes, Yuji. We have an e-mail from a junior high school student. Her user name is 

momoten. 

 （届いたよ、ユウジ。中学生が送ってくれて、彼女のユーザー名は、モモテンさんだよ。） 

 

Yuji: Great. What does momoten say? 

（素晴らしいね。モモテンさんからの質問の内容は？） 

 

Peter: She asks us what the difference is between the past tense and the present perfect. She said 

that she is studying this in school, but that it is confusing. 

 （質問は、過去形と現在完了形の違いについてです。違いは学校で学んだみたいなんだけど、よくわか

らなかったと書いています。） 

 

Yuji: Well, I understand that; it's a difficult question. Perhaps some of the differences are too 

difficult for our listeners, so let's focus on only one of the differences. 

 （わかりました。でも難しい質問だね。違いのいくつかはリスナーの皆さんにとっても難し過ぎると思い
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ますので、今回は一つの違いにだけ注目します。） 

 

Peter: I think that's a good idea, Yuji. We use present perfect with general past experience, like in 

the sentence, I have been to Disneyland 5 times, and we use past tense with specific past 

activities, like in the sentence, I went to Disneyland on Saturday. 

 （その方がいいね、ユウジ。私たちは I have been to Disneyland 5 times.という文のように一般的に

過去の経験に対して現在完了形を用いるのです。一方で、I went to Disneyland on Saturday.という文

のように、特定の過去の一時点における行動に対しては過去形を使います。） 

 

Yuji: Thank you, Peter. momoten さんの質問は時制に関係するもので、過去形と現在完了形の違

いに関するものです。現在完了は日本語にはない時制概念なので、過去形との違いが確か

にわかりにくいですよね。 

中学校では「経験・完了、結果、継続」というように用法を区別して学びますが、それほ

どはっきり、くっきりと区別できないのが本当のところでしょう。 

それでも、その根底には 2 つの基本的な考え方があります。それが「経験」と「過去の動

作が現在も続いているという継続」です。本来なら 2 つとも取り上げたいのですが、時間

の関係で今回はそのひとつ、「経験」についてのみ扱います。 

結論から言うと、過去に経験したことがあること、つまり人の経験には現在完了を使うと

いうことです。Peter の例文 I have been to Disneyland 5 times.「ディズニーランドに 5回

行きました」は、まさにそれです。 

なおこの例文の been の代わりに、最近アメリカでは go の過去分詞 gone を使うことも多い

ようです。 

これに対して過去形の I went to Disneyland on Saturday.「土曜日にディズニーランドに行

きました。」は、過去のある一時点、ここでは土曜日に行ったという行動を単に伝えている

だけになります。 

このように過去形と現在完了形を見分けるには 2 つの基本を軸にして、そのほか前後の文

脈や時を示す副詞句などの手助けを借りながら理解をするようにしてくださいね。 

 

Peter: Thank you, momoten, for your question. Please keep on studying and using English! 

（モモテンさん、メールをありがとう。引き続き英語の勉強をがんばってくださいね！） 

 

 

■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. 
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 （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…） 

 

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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