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

第３回 基本動詞と“友達”になる: have の用法    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 by having a quick review.  

（OK，ではいつものように簡単な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の復習です。今回は

Quick Translation というやり方で行います。これは簡単にいうと「瞬間通訳」です。  

    I’d like you to translate the Japanese sentences into English. OK, here’s the first one. 

   （まずは皆さん，日本語の文を英語に訳してみてください。これが最初の文です。） 

 

「その男の子は毎週土曜日にサッカーをする。」 

 

Peter: The boy plays soccer on Saturdays. 

 （その男の子は毎週土曜日にサッカーをする。） 

 

Yuji: One of the important points to remember here is the order of the words. In Japanese, the 

sentence (文) usually ends with the verb (動詞), but in English, the verb doesn’t come at the 

end of the sentence. 

    （大切なことはたくさんありますが，中でもここで押さえてほしいのは語順です。 

     日本語では，文の終わりはたいてい動詞ですが，英語では動詞は文の最後にはきません。） 

 

Peter: Right, that was the main topic from last time. 

     （その通りです。それが前回のテーマでしたね。） 
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Yuji: Good. Now, let’s go on to the second question. 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。これから読む日本語の文を英語に訳してください。） 

 

「その考えは間違っているように思える。」 

 

Peter: That seems like a bad idea. 

  （その考えは間違っているように思える。） 

 

Yuji: Remember that the English phrase “seems like” can be translated into Japanese as  

“ ～のように思える” or “（～のように）見える”. 

  （“seems like”というフレーズは，日本語では“～のように思える”や，“（～のように）見える”と訳せるこ

とを覚えておきましょう。） 

 

Peter: Yes. Also, it’s a common way in English not to sound too strong. So “That is a bad idea.” 

and “That seems like a bad idea.” can have the same meaning, but “That seems like a 

bad idea.” sounds less forceful. 

     （そうです。また英語ではよく使われる言い方で，物事を強く言い過ぎないときに使います。つまり，“あ

の考えは間違っている。”と，“あの考えは間違っているように思える。”は同じような意味ですが，“あの

考えは間違っているように思える。”の方が強さが弱くなるのです。） 

 

Yuji: Good point, Peter. 英語は日本語よりも物をストレートに言う言語なのですが，seems like

と言うことで，角が取れるというか，強さが弱まるのです。 

   OK, next, please translate this into English: 

   （それでは次に，この文章を英語に訳してください。） 

 

「早く起きるのには慣れました。」 

 

Peter: I got used to waking up early. 

    （早く起きるのには慣れました。） 

 

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: Now 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 first podcast as well. 

    （大切なのは前に学習したことを復習し続けることです。ということで，第 1 回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。） 
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Yuji: Right. それでは第 1 回目に出てきた表現も復習しましょう。 

    So please translate this into English: 

   （それではこの文を英語に訳してください。） 

 

「私はあなたにこれを説明したい。」 

 

Peter: I want to explain this to you. 

    （あなたにこれを説明したい。） 

 

Yuji: And finally…translate this Japanese sentence into English: 

 （そして最後に次の文を英語に訳してください。） 

 

「ウォームアップはここまで。」 

 

Peter: So much for our warm-up. 

（ウォームアップはここまで。） 

 

Yuji: The phrase So much for ～ is a way to bring something to an end.  

 （So much for ～というフレーズは何かを終わらせるときに使われます。） 

    はい，今度こそ本当にウォームアップは終わりです。 

 

 

■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? 

  （ということでユウジ，今日，取り上げたいテーマについて何か考えはある？） 

 

Yuji: I was thinking we should talk about some simple, useful English verbs that our listeners 

should know because we talked about the importance of getting used to the SVO word 

order. And, the verb plays an important role in that language system. 

  （リスナーが知っておくべきシンプルで，役立つ動詞はどうかな，と思っていました。前回は SVO 語順に

慣れることの大切さをテーマにしたし，SVO 言語体系では動詞は大切な役割を果たすからね。） 

 

Peter: Oh, sure. Like have. We use that for many expressions in English. 

 （いいね。例をあげると have かな。英語では have はいろいろな言い回しで出てくるからね。） 

 

Yuji: Exactly. And that’s a great verb to start with. For example you used it when you started our 

conversation. 

  （そうだね。have だったら最初に扱う動詞としてはぴったりだね。今日の会話を始めたときにも使ってい

たしね。） 
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Peter: Right, “have an idea”. A similar expression to that is “have a dream.” I sometimes hear 

Japanese people use the expression see a dream because they are translating directly 

from Japanese. But in English, using the verb to see with a dream sounds very strange 

because we don’t have that expression.  

    （そうそう，“have an idea”と言いましたね。これと似ているのが“have a dream”です。日本人の多くが“see 

a dream”という表現を使っているのをときどき耳にするけど，これは日本語から直訳をしているからだ

ね。でも英語ではそのような表現はないため，a dream と動詞の see を一緒に使うのはとても不自然に

聞こえるんだ。） 

 

Yuji: はい，前回，英語では大切な情報骨格を作る S と V を先出しするのがポイントと，お伝え

しました。そんな SVO 言語では V の役割が大切になっています。 

   といっても，いきなりたくさんの難しい動詞を覚えなきゃと思う必要はありません。まず

は have や get, give, put, make などの基本動詞と「お友達」になりましょう。私自身の体験

からも言えることですが，英語のネイティブはこうした基本動詞を巧みに使って，結構，

難しいことも表現しているんですよ。今回はそんな基本動詞のひとつ，have に注目します。 

 

Peter: We also use it when talking about owning pets. For example, Yuji, do you have any pets? 

  （また飼っているペットについて話をするときにも have を使います。例えば，ユウジ，ペットを何か飼っ

ている？） 

 

Yuji: Yes, I have three Chihuahuas. 

  （うん，チワワを３匹飼っているよ。） 

 

Peter: Really?! You have three Chihuahuas? How long have you had them? 

  （本当に？！ 3 匹もチワワがいるの？ で，何年，飼っているの？） 

 

Yuji: We’ve had them for almost 11 years. Do you have any pets, Peter? 

  （11 年くらいかな。ところでピーターはペットを飼っている？） 

 

Peter: When I was a kid, we always had a dog and a cat, but now my family doesn’t have any pets. 

We’ve talked about getting a dog, but we don’t have one yet. 

   （子供の頃は犬と猫がいつもいたけど，今はいないね。犬を飼おうと家族会議を開いたけど，まだいないんだ。） 

 

Yuji: はい，このように「（ペットなどを）飼う」という場合にも have が使えます。 

 

Yuji: Anyway, moving on, let’s try to think of other ways to use have that we can tell our 

listeners? 

  （ともかくも次に進みましょう。リスナーのためにほかの have の用法をもっと考えてみようよ。） 

 

Peter: Right. How about with time? We often use have to talk about time. 

 （そうだね。では時間はどうだろう？ 時間について話すときにもしばしば have を使うね。） 
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Yuji: Good point. Like someone’s mother might say, “You have 15 minutes before it’s time for 

bed.” 

  （そうだね。どこかのお母さんが言いそうな“あと 15 分したらもう寝るのよ。”のような感じでだね。） 

 

Peter: Exactly. Or the question, “Do you have time to help me with this?” 

  （その通り。それか，“これ，手伝ってくれる時間はある？”という質問でも使うね。） 

 

Yuji: Nice example. はい，これは私が Peter に頼み事をするときの決まり文句です。このように

時間に関しても have がよく用いられます。 

 

Yuji: OK, I know that I’d like to have more time these days. I really need a break!   

 （OK，最近はもっと時間が欲しいなと思っています。本当に休みが必要です！） 

 

Peter: Yeah, you’ve been pretty busy recently. I’m surprised you even have time to eat. 

  （そうだね，最近とても忙しくしているよね。食事をする時間があることに驚くよ。） 

 

Yuji: Oh, that reminds me, we can also use have to mean eat, like in the question, “What did you 

have for lunch today?” 

   （ああ，それで思い出した，have は eat を意味するときにも使えるね。“今日はお昼に何を食べましたか？”

という質問のような感じで。） 

 

Peter: Yes. Or “I want to have sushi for dinner tonight.” 

   （その通り。それか，“今晩は夜ごはんにお寿司を食べたい。”という感じでも使います。） 

 

Yuji: Speaking of that, do you like sushi, Peter? 

   （お寿司と言えば，ピーター，お寿司は好きなの？） 

 

Peter: Yeah, I really like sushi. I probably have it for dinner about twice a month. How about you, 

Yuji, do you have sushi often? 

   （うん，お寿司は大好きだよ。月に 2 回は夕食で食べているかな。ユウジはどう？ よく食べる？） 

 

Yuji: By sushi you mean real sushi? Uhm…you know I’m a poor scholar, so I only have it once a 

year!  

  （お寿司って，本物のお寿司？ うーん，貧乏な学者だから年に 1 回くらいかな！） 

 はい，そうですね，もちろん食べるときにも have は使えます。eat や drink が，食べたり，

飲んだりする行動そのものを指すのに比べて，have はちょっぴり上品な言い方になります。 

 

Yuji: There’s one final way to use have that I want to mention, Peter. 

   （最後にもうひとつ伝えたい have の用法があるんだ，ピーター。） 
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Peter: What’s that, Yuji? 

    （なに，ユウジ？） 

 

Yuji: In an expression of good luck or well wishing, for example, at the end of the day you might 

say to your friend “Have a nice evening,” to wish them well and say good bye. 

   （幸運や相手の無事を祈ったりする表現の中にある（have の）用法，例えば，一日の終わりに友達に“おや

すみ”と健やかな夜を祈り，別れを告げるためのもの。） 

 

Peter: Or like when we say, “Have a nice month,” at the end of every podcast. 

    （ちなみに私たちも毎回のポッドキャストの最後に“素敵な 1 ヶ月を”と言っているよね。） 

 

Yuji: Exactly. 

 （確かに。） 

 

Peter: OK, so as a quick review, we’ve talked about using have to talk about ideas and dreams, 

like in the sentence, “I had a strange dream last night.” We also use have when we talk 

about owning pets, as in the sentence, “I have two cats.” Then, we talked about using 

have when talking about time as in the sentence, “I only have 5 minutes before my train 

leaves, so I need to hurry.” Another way we’ve talked about using have is to mean eat, for 

example, “I had lunch at one o’clock today.” Finally, we’ve talked about using have in 

expressions of good luck or well wishing, as in the sentence, “Have a nice weekend, see 

you on Monday.” 

   （では，ここで総まとめをしましょう。私たちはまず，考えや夢について話すときに使う have を取り上げ

ました。文で言うと，“昨晩，変な夢を見たんだ。”という感じです。また，ペットを飼うことについて話

すときにも have を使うとお伝えしましたね。例えば“私は 2 匹猫を飼っている。”がそうです。そして時

間について話すときの have の用法にも触れました。例文としては“電車が発車するまであと 5 分しかない

から急がなければならない。”のような have です。さらに，have は食べることを意味するときにも使い

ます。例えば，“今日は 1 時にお昼を食べました。”というのがその例文です。そして最後に話したのは，

幸運や無事を祈るときに使う have についてです。“素敵な週末を，また月曜日に会いましょう。”という

感じで使われます。） 

 

Yuji: はい，基本動詞 have の用法，いかがでしたか。注意したいのは日本語の「持つ」にしば

られてはいけないということです。have の基本的な意味は，「つかむ」で，そこから「持

つ，手に入れる」などの意味が発展してきました。 

   「have＝持つ」という公式ではなく，辞書を引いて，have のいろんな使い方を例文と一緒

に学んでみてくださいね。もちろん，面白い例文があったらその都度，メモに書き込んで，

自分でもどんどん使ってみてください。 
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★Words & Phrases★ 

 

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

you ready, Peter? 

 

Peter: forceful (x2) Yuji: 「力強い，強引な」 

 

Yuji: はい，forceful は force + ful と分解できます。force は「力」，とくに人の手には負えない「物

理的な力」を意味します。ful は，名詞を，「～に満ちた」という意味の形容詞に変える接

尾辞です。ただここでは，「量や程度がより少ない」ことを表す less がありますので，less 

forceful で「強引な感じを少し弱める，和らげる」という意味になります。Peter です。 

 

Peter: “That seems like a bad idea,” sounds less forceful than “That is a bad idea.” 

   （“その考えは間違っているように思える”という文の方が“その考えは間違っている”という文より強引さ

を少し弱める。） 

 

Yuji: next is … 

 

Peter: expressions (x2) Yuji: 「表現，言い回し」 

 

Yuji: はい。expression の ex-は「外へ」，press は「押し出す」というのが語源で，最後に名詞を

作る語尾の-ion が付いています。「心の中にある思いを外へ出す」ということで「表現」と

なるわけですね。Peter です。 

 

Peter: We use “have” for many expressions in English.  

    （私たちは have をたくさんの英語表現の中で使います。） 

 

Peter: The next word is … 

 

Yuji: similar (x2) Peter: 「～と似たような」 

 

Yuji: similar は「類似している」という意味です。同じ意味の same の方は「違いがないほど似

ている」のに比べ，similar は，「違いはあるけど似ている」という微妙な意味の差異があ

ります。Peter? 

 

Peter: A similar expression to that is “have a dream.”   

   （これによく似た表現が“夢を見る”です。） 

 

Yuji: Next is … 

 

Peter: own (x2) Yuji: 「所有する」 
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Yuji: はい，ここの own は「所有する」という意味ですが，own は元々は「法的に所有権がある」

という堅い言い回しなんです。普通は have の方が自然です。Peter? 

 

Peter: We also use have when talking about owning pets. 

 （ペットを飼っていることについて話すときにも have を使います。） 

 

Peter: The next word is … 

 

Yuji: kid (x2) Peter: 「子供，若者」 

 

Yuji: はい，kid は「子ヤギ」という元々の意味から発展し，「子供」という意味で用いられます。 

 

Peter: Yuji, I’d like to stop a second and say something about the word “kid.” 

  （ユウジ，ちょっとここでストップして kid について少し話したいことがあるのだけど。） 

 

Yuji: Please go ahead, Peter. 

（どうぞ，ピーター。） 

 

Peter: I often hear people use “child” or “children” in a place where I might use “kid” or “kids”. 

Of course, there’s nothing wrong with the word “child” and it isn’t a mistake to use it 

instead of “kid”. But for me, the word “kid” sounds friendlier while the word “child” 

sounds more serious. 

    （私だったら“kid”や“kids”を使うところで，日本人が“child”や“children”を使っているのをよく耳にする

んだ。もちろん，“child”という単語は間違っていないし，“kid”の代わりに使っても間違いではないけど，

ただ私的には，“kid”の方が親しみやすく，“child”はより堅い感じがするなあ。） 

 

Yuji: はい，Peter が言ったように，とくにアメリカでは child よりも kid を使う傾向が強いよう

です。kid は親しみが込められた言い方なんですね。これにはもうひとつ，呼びかけとして

「若者」という意味もあります。辞書でチェックしておきましょう。それでは例文です。 

 

Peter: When I was a kid, my family always had a dog. 

   （子供の頃はいつもペットを飼っていました。） 

 

Yuji: OK. Next is … 

 

Peter: need a break (x2) Yuji:「ひと休みする必要がある」 

 

Yuji: はい。need は「～を必要とする」，break は「休み」ですね。need a break はちょっとした

休みから 1 ヶ月程度の休みまでを示す範囲の広い expression です。もちろん私は後者の長

～い方が好きですが…。なお，発音は needa のように a を d にくっ付けるようにして言っ

てみてください。OK, Peter? 
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Peter: I’d like to have more free time these days. I really need a break. 

  （最近はもっと空いた時間が欲しいす。本当に休みが必要です。） 

 

Peter: And finally we have … 

 

Yuji: Speaking of ～ (x2) Peter: 「～と言えば」 

 

Yuji: はい，会話の相手の話しを受けて，「～と言えば」のようにその流れをさらに展開したいと

きに役立つのがこの表現です。文頭で用いられることに注意してください。Peter? 

 

Peter: Speaking of sushi, do you eat it often? 

  （お寿司と言えば，あなたはよくお寿司を食べますか？） 

 

Yuji: 以上，今回の 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。それでは私たちの会話をもう一度，聞いてくだ

さい。 

 

[*REPEAT] 

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

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

 

Yuji: I was thinking we should talk about some simple, useful English verbs that our listeners 

should know because we talked about the importance of getting used to the SVO word 

order. And, the verb plays an important role in that language system. 

 

Peter: Oh, sure. Like have. We use that for many expressions in English. 

 

Yuji: Exactly. And that’s a great verb to start with. For example you used it when you started our 

conversation. 

 

Peter: Right, “have an idea”. A similar expression to that is “have a dream.” I sometimes hear 

Japanese people use the expression see a dream because they are translating directly 

from Japanese. But in English, using the verb to see with a dream sounds very strange 

because we don’t have that expression.  

 

Peter: We also use it when talking about owning pets. For example, Yuji, do you have any pets? 

 

Yuji: Yes, I have three Chihuahuas. 

 

Peter: Really?! You have three Chihuahuas? How long have you had them? 
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Yuji: We’ve had them for almost 11 years. Do you have any pets, Peter? 

 

Peter: When I was a kid, we always had a dog and a cat, but now my family doesn’t have any pets. 

We’ve talked about getting a dog, but we don’t have one yet. 

 

Yuji: Anyway, moving on, let’s try to think of other ways to use have that we can tell our 

listeners? 

 

Peter: Right. How about with time? We often use have to talk about time. 

 

Yuji: Good point. Like someone’s mother might say, “You have 15 minutes before it’s time for 

bed.” 

 

Peter: Exactly. Or the question, “Do you have time to help me with this?” 

 

Yuji: Nice example.   

 

Yuji: OK, I know that I’d like to have more time these days. I really need a break!   

 

Peter: Yeah, you’ve been pretty busy recently. I’m surprised you even have time to eat. 

 

Yuji: Oh, that reminds me, we can also use have to mean eat, like in the question, “What did you 

have for lunch today?” 

 

Peter: Yes. Or “I want to have sushi for dinner tonight.” 

 

Yuji: Speaking of that, do you like sushi, Peter? 

 

Peter: Yeah, I really like sushi. I probably have it for dinner about twice a month. How about you, 

Yuji, do you have sushi often? 

 

Yuji: By sushi you mean real sushi? Uhm…you know I’m a poor scholar, so I only have it once a 

year! 

 

Yuji: There’s one final way to use have that I want to mention, Peter. 

 

Peter: What’s that, Yuji? 

 

Yuji: In an expression of good luck or well wishing, for example, at the end of the day you might 

say to your friend “Have a nice evening,” to wish them well and say good bye. 
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Peter: Or like when we say, “Have a nice month,” at the end of every podcast. 

 

Yuji: Exactly. 

 

Peter: OK, so as a quick review, we’ve talked about using have to talk about ideas and dreams, 

like in the sentence, “I had a strange dream last night.” We also use have when we talk 

about owning pets, as in the sentence, “I have two cats.” Then, we talked about using 

have when talking about time as in the sentence, “I only have 5 minutes before my train 

leaves, so I need to hurry.” Another way we’ve talked about using have is to mean eat, for 

example, “I had lunch at one o’clock today.” Finally, we’ve talked about using have in 

expressions of good luck or well wishing, as in the sentence, “Have a nice weekend, see 

you on Monday.” 

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

 

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

 （さあ，それでは動詞の have がどのように使われているのか，実際に例を見てみます。） 

 

英検 3 級 2013 年度第 2 回 リスニングテストからです。 

 

[2013 年度第 2 回 一次試験 3 級 リスニングテスト第 1 部 No.6] 

（★=男性 ☆=女性） 

 

☆: I’m leaving for Hawaii tomorrow.  

★: You went there last month.  

☆: That was for business. This time, I’m going with my family.  

 

★: 1. Have a good time. 

★: 2. I have some. 

★: 3. For a week.  

 

☆: 明日，ハワイに発つの。 

★: 先月，行ったじゃないか。 

☆: あれは仕事だったの。今度は家族と一緒に行くのよ。 

 

★: 1. 楽しんでね。 

★: 2. いくらか持っているよ。 

★: 3. １週間だよ。 
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Yuji: How did you do? Were you able to understand the conversation and the 3 possible 

responses? 

 （皆さんどうでしたか？ 三つの返答と会話は理解できましたか？） 

   はい，今回の質問は男性の応答として最も適切なものを１～３の中から選びなさいという

ものでしたね。 

    Let’s talk about the conversation.  

（それではこの会話についてお話しましょう。） 

 

Peter: OK. So the woman is saying that she’s going to take a trip to Hawaii. 

 （了解。まず女性はハワイに旅行に行ったことを話しています。） 

 

Yuji: Right. And the man asks about the trip to Hawaii that the woman has recently taken. 

 （そう。男性は女性が最近行ったハワイ旅行について確認をしているんだね。） 

 

Peter: So the woman says that the earlier trip was for business, but the trip she will take in the 

future is a family vacation. 

 （そこで女性は前の旅行は仕事のためで，今度は家族旅行だと言っています。） 

 

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

 （その通り。それでは，ここでもう一度会話を聞いて，答えが合っていたか確認してみましょう。） 

 

 

[2013 年度第 2 回 一次試験 3 級 リスニングテスト第 1 部 No.6] 

（★=男性 ☆=女性） 

 

☆: I’m leaving for Hawaii tomorrow.  

★: You went there last month.  

☆: That was for business. This time, I’m going with my family.  

 

★: 1. Have a good time. 

★: 2. I have some. 

★: 3. For a week.  

 

 

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

 （はい，皆さん分かりましたか？ 正解は，ピーター？） 

 

Peter: The correct answer was: 1. Have a good time. 

 （正解は，1 番の Have a good time.です。） 
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Yuji: Right. はい，今回は解説が必要ないと思いますが，簡単に述べておきます。男性は，女性 が

また明日，ハワイに行くと聞いて，先月ハワイに行ったのに，「なぜまた？」と驚いてしま

ったわけです。女性から「前は出張（for business）だったけど，今度は家族旅行（going with   

her family）なのよ。」と聞いて納得したんですね。だから， 

   In this case, the man is using have to wish the woman well on her family vacation. 

   （この場合は，家族旅行に行く女性に対して旅の安全を祈るために have を使っています。） 

 

   家族旅行に出かける彼女に Have a good time. 「楽しんできてね。」と have を使って，旅の

無事を祈ったわけです。ということで今回は simple な基本動詞のひとつ have の使い方を取

り上げてみました。 

 

 

■Listener Mail「よろず相談コーナー」 

 

Yuji: OK, it looks like we’re running out of time, but before we go, do we have any listener mail 

from the 「よろず相談コーナー」, Peter? 

    （はい，もうそろそろ番組も終わりに近づいてきたようだけど，「よろず相談コーナー」にリスナーの方か

らメールは届いているかい，ピーター？） 

 

Peter: Yes, Yuji. We had some mail from one of our listeners named Hiroshi. He asks about 

effective listening strategies. 

     （届いているよ，ユウジ。リスナーの一人であるヒロシさんがメールを送ってくれました。彼は効果的な

リスニングのやり方について質問してくれました。） 

 

Yuji: That’s an important question. What do you think? 

    （大切な質問だね。ピーターはどう思う？） 

 

Peter: Well, I think the first thing students should focus on is the basic meaning. They should try 

to pay attention to the content words (words like nouns, verbs, adjectives and others) 

before the function words (words like prepositions, articles and the like). 

    （そうだね。私が思うに，まず学生の皆さんが最初に注目すべきところは基本的な意味をつかむことかな

と思います。まずは前置詞や代名詞などの「機能語」に注目する前に，名詞，動詞，形容詞などの「内容

語」に注目すべきだと思うよ。） 

 

Yuji: Yes, I think that’s an excellent point. はい，Listening は英語を勉強する私たちには，大きな

カベのひとつですね。練習方法はいろいろありますが，「基本のキ」にあたるのが，大切な

情報を担っている content words（内容語）と呼ばれる名詞，動詞，形容詞，副詞などをし

っかりと聞き取ることができるのが最初でしょう。そして，自分の知識や想像力の助けを

借りながら，内容語を中心に聞いているものの概要を頭の中で組み立てることです。 
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   冠詞，前置詞，代名詞など内容語以外の言葉は，機能語（function word）と呼ばれます。

どれも語と語をつなぐ機能があります。機能語は，通常は速く，曖昧に発音されるので，

聞き取れない原因にもなっています。でも文法力や語彙力が身に付いてくると，機能語が

分かるようになってくるから不思議です。 

      ということで「基本のキ」の２つ目は機能語に悩まされないように，しっかりとした文法

力と語彙力を身に付けることです。 

 

   ３つ目の「基本のキ」はスピード（speech rate）というカベに立ち向かうために，正確な

発音力を身につけることです。 

      音読やシャドウイングなどの練習を毎日のように行って，l（エル）の音は「舌先を上歯の

後ろにくっ付けるんだ」，th の音は「舌先を両歯の間から少し出して，引っこ抜くように発

音するんだ」などと頭で考えなくとも，正確な発音が「自動的に」できるようにすること

も大切なんです。 

 

   All right, thank you for your question, Hiroshi. In the near future, we will make listening 

the topic of our podcast. 

   （ヒロシさん，質問を送ってくれてありがとうございました。近々，このポッドキャストでもリスニング

を扱おうと思っています。） 

 

 

■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。） 
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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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