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

第５回 基本動詞と“友達”になる: make で表現力を広げよう！  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 with a quick review.  

   （さて，いつもと同じく簡単な復習から番組を始めましょう。） 

 

Yuji:  Yes! まずはいつものようにこれまで取り上げた表現の復習です。今回もQuick Translation，

「瞬間通訳」を使います。  

Are you ready? Here’s the first one. Please translate the following Japanese sentence into 

English. 

（準備はいいですか？ 最初の問題です。次の日本文を英語に訳してみてください。） 

 

「お店屋さんでお米を買いました。」 

 

Peter: I got some rice at the store. 

   （お店屋さんでお米を買いました。） 

 

Yuji:  This is the most common use of get, meaning bought in this case.  

   （これが get の最も一般的な用法で，ここでは「買った」を意味しています。） 

 

Peter: Right, this is the most basic meaning of get and we use it quite often. 

   （その通り，これこそ get の最も基本的な意味で，とてもよく使います。） 
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Yuji:  Good. Peter, before we go on, I think we should talk about the use of some here.  

    （はい。ところでピーター，始める前にここの some の用法について触れた方がいいと思けど，どうかな。） 

 

Peter: Right. In this case, we use some because the exact amount is not really important. We 

could say, I got 5 kilos of rice at the store, but it depends on what information is 

important within the conversation. 

   （そうだね。今回 some を使ったのは，正確な量はあまり大切ではないからです。私はお店屋さんで 5kg

のお米を買いました，とも言うことはできますが，会話の中でどの情報が大切なのかによります。） 

 

Yuji:  OK. Now, let’s go on to the second one. Translate the following Japanese sentence into 

English: 

   （はい，では２つ目に移りましょう。次の日本文を英語に訳してみてください。） 

 

「昨日の数学の授業中に頭痛がしました。」 

 

Peter: I got a headache in math class yesterday. 

   （昨日の数学の授業中に頭痛がしました。） 

 

Yuji:  Although, I had a headache in math class yesterday, is also OK. 

   （I had a headache in math class yesterday とも言えるよね。） 

 

Peter: Exactly. When we talk about being sick, we often use get with the name of the illness. But 

we can also use have in the same way. These two English sentences, I got a headache in 

math class and I had a headache in math class have very similar meanings. 

   （その通り。病気について話すときには，病名と共にしばしば get を使います。しかし同じように have を

使うこともできます。I got a headache in math class と I had a headache in math class という２つの文は

ほぼ同じ意味です。） 

 

Yuji:  OK, thank you. Next, please translate this into English: 

   （はい，ありがとう。次はこれを英語に訳してください。） 

 

「明日は何時に学校に着く予定ですか？」 

 

Peter: What time are you getting to school tomorrow? 

   （明日は何時に学校に着く予定ですか？） 

 

Yuji:  Yes, please note that you can talk about future if the future action is already planned by 

using to be plus the -ing form of the verb; this is called the Present Progressive or 現在進行形.  

   （はい，あることを行うのがすでに予定されている未来について話すならば，to be と動詞の ing 形を使う

ことができるということを押さえてください。これは Present Progressive，または現在進行形と呼ばれます。） 
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Peter: Now, as we’ve said, it’s also important to keep going back and reviewing things that you 

learned in the past, so as always we’re going to add a few more review points from our 

past podcasts as well. 

   （さて，お伝えしているように，ときに振り返り，過去に学んだことを復習するのは大切ですよ。という

ことで，ここからはいつものように過去の番組からいくつかのポイントを加えてみます。） 

 

Yuji:  That’s right. それではこれまでに出てきた表現も振り返ってみます。 

（そうですね。） 

So please translate  this into English: 

    （ではこれを英語に訳してみてください。） 

 

「昨夜は夕食に伊勢エビの天ぷらを食べました。とてもおいしかった。」 

 

Peter: I had lobster tempura for dinner last night. It was delicious. 

   （昨夜は夕食に伊勢エビの天ぷらを食べました。とてもおいしかった。） 

 

Yuji:  Yes. Remember, we can use have to mean eat. And finally … translate this Japanese 

sentence into English: 

   （はい。have は食べることを意味するのにも使えることを覚えておきましょう。そして最後に…、この日

本語の文を英語に訳してください。） 

 

「今日は何について語りましょうか？」 

 

Peter: What should we talk about this month? 

   （今月は何を取り上げる？） 

 

Yuji:  Yes, this has become a standard phrase in our podcast, hasn’t it?  

   （はい，この言い回しは私たちのポッドキャストではおなじみのフレーズになっていますね。） 

 

   はい，ウォームアップ，いかがでしたか。既出の表現はそのままにしておかず，自分のメモ

帳に整理するなどして，日本語で見たら英語に，逆に英語で見たら日本語にするというよう

な地道な練習をしてくださいね。 
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■Today’s Tips （今日のおいしい話） 

 

Peter: So, Yuji, do you want to continue talking about simple verbs? 

   （ではユウジ，基本動詞について続けるということかい？） 

 

Yuji:  Yes, I do, Peter. I think this month we should talk about the verb make. 

   （はい，ピーター。今月は make という動詞を取り上げます。） 

 

Peter: Great. That’s another very common English verb that’s used in many different ways. 

   （賛成。make もまたたくさんの用法を持ち，そして広く用いられる動詞のひとつです。） 

 

Yuji:  So why don’t we start with the most common meaning of make? That is to produce or to 

create. This should not be new to our listeners.  

   （じゃあ make の最も一般的な意味から始めるのはどう？ 製造する，創造するという意味の make です。

これはリスナーの皆さんは知っているはずですね。） 

 

Peter: Yes, that is a common meaning. Like in the sentences, I made a radio in science class, or I 

made breakfast for my daughter. 

   （はい，これはとても一般的な意味ですね。私は理科の授業でラジオを作った，や，娘のために私は朝食

を作った，という例文に見られます。） 

 

Yuji:  Right. We should also explain about the uses of the prepositions (前置詞) such as of, from, 

and with with make. These prepositions often come with make and can be confusing for 

English learners around the world. 

（そうだね。それから of や from や with のような前置詞を make と一緒に使う用法も紹介すべきだね。こ

うした前置詞は make と一緒によく使われて，世界中の英語学習者にとっては分かりにくいみたい。） 

   

Peter: Good point, Yuji. These expressions have very similar, but clearly different meanings.  

   （まさにその通り，ユウジ。こうした言い回しはそれぞれとても似ているけど，意味はまったく異なって

いるからね。） 

 

    To start, made of is used when talking about the major material used in something. For 

example, This ring is made of gold, means that most or all of the metal in the ring is 

gold. 

（まず初めに，made of は原材料が何かに使われていることを意味する時に使います。例えば，この指輪

は金でできている，という文が意味するのは，指輪の金属のほとんど，または全てが金でできていると

いうことです。） 

 

 

 



 
5 

Yuji:  So, the silver ring on your finger is from your wife? Joking aside, made from is used when 

the material is changed into a different form. For example, Paper is made from wood. We 

use made from here because wood is one of the most important materials in making 

paper, but the wood has completely changed form, so we don’t see the wood in the paper. 

（じゃあ，その指輪は奥さんからの贈り物？ 冗談はさておいて，made from は原材料が何かに変化する

ときに使われます。例えば，紙は木から作られる，という感じです。ここで made from を使ったのは，

木が紙を作るうえで、最も大切な原材料の一つであるけれど木は完全に形を変え，紙では木は全く見られ

ないからです。） 

 

Peter: Finally, made with is used when talking about one or more of the many materials used in 

making something. For example, This spaghetti sauce is made with tomatoes, sausage, 

and a little bit of oregano. 

（最後に，made with は２つ以上のたくさんの原材料から１つの何かを作るときに使われます。例えば，

このスパゲッティーソースはトマト，ソーセージ，そして少量のオレガノでできている，という具合です。） 

 

Yuji:はい，ここで日本語の解説を加えておきます。基本動詞 make の「基本」は「作る」です。

make の元々の意味は「粘土をこねて（家などを）作る」で，make の後に「作るもの」，す

なわち目的語を持ってきます。これは Peter があげた例文: 

    

   I made a radio in science class.  

（私は理科の授業でラジオを作った。） 

    

   でよく分かると思います。 

 

Yuji:「作る」を意味する make は，その過去分詞 made に前置詞を伴った受動態の文で用いられ

ることがあります。Peter は of，from，with とくっ付いた made を紹介しています。まず; 

 

   This ring is made of gold.  

（この指輪は金でできている。） 

 

   の of は「材質の of」と呼ばれ，made とあわせて「～でできている，作られている」とい

う意味を表します。次に: 

 

Paper is made from wood. 

（紙は木材から作られる。） 

 

Yuji:  made の後に of ではなく，from がくるとそれは「原材料の変化」を表します。be made of

も be made from もどちらも「～できている，作られている」と訳せるのですが，of は，

原材料が「見てそのまま分かるもの」を指すのに対して，from は原材料が変化して，「見

ただけでは分からないもの」を意味します。 
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Yuji:  made が with とくっ付いた； 

 

   This spaghetti sauce is made with tomatoes, sausage, and a little bit of oregano. 

（このスパゲティソースはトマト，ソーセージ，それから少量のオレガノでできています。） 

 

を見てみましょう。この with は「道具・手段の with」と呼ばれ，「～を使って」という意味

合いを表します。using（使ってある）と言い換えることができます。ちなみに最後の oregano

というのはシソ科の多年草，ハーブのことですね。欧米では広く薬味として使われています。 

 

Yuji:  OK, so much for my rundown in Japanese. Shall we go on to other uses of make?  

  （はい，これくらいで日本語のまとめは十分でしょう。ということで make の他の用法に移りましょう。） 

 

Peter: Another common way to use make is to mean to cause something, as in the sentence, 

Don’t make noise while eating. 

   （make の別の用法には何かを引き起こすことがあります，食事中は音を立ててはいけません，という文が

その例です。） 

 

Yuji:  Yes, or as in the sentence, My eraser made a hole in the paper.  

   （そうだね，それから私の消しゴムは紙に穴を開けてしまった。という文にもあります。） 

 

Yuji:はい，２つ目は，最初の「作る」から発展した「（人・事が）ある物事，事態を引き起こす，

生じさせる」という用法です。この使い方は例文; 

 

   Don’t make noise while eating. 

（食べるときには音を立ててはいけません。） 

 

   で，よく分かると思いますが，make のあとに引き起こしたものを持ってきます。音を立て

るのも，確かに，「作ること」につながりますね。 

 

Yuji:  OK, a third common use of make is to mean to perform an action. 

   （さて，３つ目の一般的な用法は何か行動を起こすことを表す make です。） 

 

Peter: That’s right. An example of this use is in the sentence, You’re making good progress in 

your English. 

    （その通り。この用法の例として挙げられるのは，英語が上達してきているね。という例文にあるものです。） 

 

Yuji:３つ目は，「（人が）行動・動作・発言などを行う，遂行する」という意味を表す make で

す。make の目的語は progress のように動詞から派生した名詞がくるのがポイントとなりま

す。例をいくつか挙げておきます。 
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   She made a decision to stay in America for a year. 

（彼女はアメリカに１年間滞在することを決めた。） 

 

   Did you make a reservation for a room, Yuji?  

（ユウジ，一部屋予約してくれたかい？） 

 

Don’t make an excuse for being late.  

（遅れたことの言い訳をしてはいけません。） 

 

これは２つ目の用法よりも日本語からは発想しにくいので，例が出てくる度にメモしてフ

レーズごと覚えるようにしましょう。 

 

Peter: A fourth use of make is with the meaning of to become. 

   （４つ目の用法は何かになることを表す make です。） 

 

Yuji:  Yes. As in the sentence, If you keep studying hard, you’ll make a great teacher someday. 

   （そうですね。勉強をし続けたなら，いつか素晴らしい先生になるでしょう。にある make です。） 

 

Yuji:はい，４つ目もまた，日本語の発想とは距離がある用法です。それは「（人・物・事が）～

になる」という意味を表す make です。 

この用法の場合，「単に～になる」ことを意味する become とは違って, make には「主語の

素質・努力」などの意味合いが含まれます。そのため make のあとにはプラスイメージの

単語がきます。 

    

Yuji:  OK, a final use of make is to mean to earn. 

   （そして，最後の用法は得るを意味する make です。） 

 

Peter: Right. For example, I can say, In my first job I made a dollar an hour. 

   （そう。例えば私が初めて働いた時は時給１ドルだった。と言うことができます。） 

 

Yuji:  Only a dollar an hour? Really?  

（えっ，時給１ドル？ 本当に？） 

 

はい, 今回取り上げる最後の用法が「もうける，得る」を表す make です。これは日本語に

近い発想です。この用法では「お金や財産を得る」ことを make が表します。make money, 

make a fortune などがあります。 

はい，それでは最後に Peter に make の代表的な用法をまとめてもらいます。 
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Peter: OK, so as a quick review, we’ve talked about using make in 5 different ways. First, we 

commonly use make with the meaning of produce or create, like in the sentence, “They 

make cars in that factory over there.”  

   （では，ここでまとめです。ここまで５つの make の異なった用法について話を進めてきました。まず作る，

または生み出すという意味の make で，例文で言うと“彼らはあそこにある工場で車を作る”にあります。） 

 

    Along with this meaning, we commonly include the prepositions (前置詞) of, from, and 

with. We use make of when talking about the main material that is used in something, for 

example, “This chair is made of wood.” We use make from when the main material has 

changed form, for example, “Butter is made from milk.” And we use make with when a 

number of materials are used to make something, for example, “New England Clam 

Chowder is made with milk, and Manhattan Clam Chowder is made with tomatoes.”  

  （この意味にそう形で，よく of や from, with のような前置詞を私たちは一緒に用います。まず何かに使わ

れている原材料について話すときには make of を使います。例文では“この椅子は木で作られている。”が

そうです。make from を使うのは原材料が形を変えるときで，例えば“バターは牛乳から作られている。”

がそうです。そして make with を使っていくつかの原材料が何かを作っていることを言います。文で言う

と，“ニューイングランドのクラムチャウダーは牛乳で作られ，マンハッタンクラムチャウダーはトマトで

作られる。”があります。） 

 

    Second, we can use make to mean cause something, “The tray made a loud noise when it 

fell on the floor.” Third, we can use make with the meaning of perform an action, “Please 

excuse me for a second, I need to make a telephone call.” And the fourth way we talked 

about using make is for the meaning of to become, as in the sentence, “They thought the 

house would make a good place to raise their children.” Finally, the last use of make that 

we talked about is to mean earn, as in the sentence, “I need to make a lot of money this 

summer if I’m going to go to England for New Year’s vacation.” 

   （次に，何かを引き起こすことを言うときにも make を使えます。“トレイを落とすと大きな音がしてしま

う。”というのがその例文です。３つ目の make の用法は何か行動を起こすことを表し，文では“少し待っ

てもらえませんか，電話をしなければいけないので。”となります。そして４つ目に挙げた make の用法は

何かになることを意味するもので，“彼らはその家が子どもたちを育てるにあたってよい家になると思っ

た。”という文で使われます。最後の make の用法は，得ることを意味する make で，例文では“正月休み

にイギリスへ行くためにこの夏はたくさんお金を稼がなければならない。”となります。） 

 

Yuji:はい，解説は各用法のところで入れましたので，日本語のサマリーは，今回は省略します。

have や get と同じく，make にもたくさんの用法があるので，いつものように英和辞書や参

考書でチェックすることを忘れないようにしてください。 

大切なのは読んだり，ノートに書くだけでは本当の意味での習得にはらないということで

す。input した知識を使う機会を自分自身で make することが大切なんですよ。 
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★Words & Phrases★ 

 

Yuji:はい，それでは私たちの対話から表現を拾ってみましょう。今月も tips を盛り込みます。

Peter, are you ready? 

 

Peter: be new to  (x2) Yuji:「（主語については）私には初耳だ」 

 

Yuji:はい，new はおなじみの単語ですね。その発音は大きく，「ヌー」と「ニュー」との２つが

あります。前者は米国で，後者は英国で用いられます。といっても国際英語の時代なので

そんなに気にする必要はありません。どちらかに統一すればよいのです。Peter はどっちか

な。例文を聞いてみましょう。Peter? 

 

Peter: This should not be new to our listeners. 

  （これはリスナーの皆さんにとっては初耳ではないはずですね。） 

 

Peter: come with  (x2) Yuji:「～と一緒に出てくる，共起する」 

 

Yuji:はい，基本動詞 come は実に便利な動詞です。このように with を伴うと，「～に付いてく

るもの，備わっているもの」などを表すことができます。Peter の例文です。 

 

Peter: I’ll have the special hamburger meal. Does that come with fries? 

   （スペシャルハンバーガーセットをください。フライドポテトは付いてきますか？） 

 

Yuji:  The next word is … 

   （次の単語は…） 

 

Peter: metal  (x2) Yuji:「金属」 

 

Yuji:はい，これもカタカナでおなじみですね。ヘビー・メタル・バンドを連想する人もいるか

もしれませんが，metal の語源は「鉱山」です。metal の最後の-tal は「タルゥ」とは発音

しないように，正しくは /tl/ です。Peter 先生の発音をよく聞いてください。 

 

Peter: Most or all of the metal in this ring is gold. 

   （この指輪の金属のほとんど，もしくは全てが金である。） 

 

Peter: Next is … 

   （次は…） 

 

Yuji:  make progress  (x2) Peter: 「進歩する」 
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Yuji:はい，make progress, 「進歩を作る」と英語では発想し，表現します。pro-は「前へ」，-gress

は「進む」です。ある目的に向かって絶え間なく進んで行くことを意味します。したがっ

て「上達する，向上する」と訳す場合もあります。Peter? 

 

Peter: You’re making good progress in your English. 

   （あなたの英語はうまくなってきているね。） 

 

Yuji:はい，以上，今回の Words & Phrases でした。自分のメモ帳に書き込むなどして，チャン

スを見つけて使ってみてください。それでは私たちの dialog をもう一度，聞いてください。 

 

 

 [*REPEAT] 

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

Peter: So, Yuji, do you want to continue talking about simple verbs? 

 

Yuji:  Yes, I do, Peter. I think this month we should talk about the verb make. 

 

Peter: Great. That’s another very common English verb that’s used in many different ways. 

 

Yuji:  So why don’t we start with the most common meaning of make? That is to produce or to 

create. This should not be new to our listeners.  

 

Peter: Yes, that is a common meaning. Like in the sentences, I made a radio in science class, or I 

made breakfast for my daughter. 

 

Yuji:  Right. We should also explain about the uses of the prepositions (前置詞) such as of, from, 

and with with make. These prepositions often come with make and can be confusing for 

English learners around the world. 

 

Peter: Good point, Yuji. These expressions have very similar, but clearly different meanings.      

To start, made of is used when talking about the major material used in something. For 

example, This ring is made of gold, means that most or all of the metal in the ring is gold. 

 

Yuji:  So, the silver ring on your finger is from your wife? Joking aside, made from is used when 

the material is changed into a different form. For example, Paper is made from wood. We 

use made from here because wood is one of the most important materials in making paper, 

but the wood has completely changed form, so we don’t see the wood in the paper. 
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Peter: Finally, made with is used when talking about one or more of the many materials used in 

making something. For example, This spaghetti sauce is made with tomatoes, sausage, 

and a little bit of oregano. 

 

Peter: Another common way to use make is to mean to cause something, as in the sentence, 

Don’t make noise while eating. 

 

Yuji:  Yes, or as in the sentence, My eraser made a hole in the paper.  

 

Yuji:  OK, a third common use of make is to mean to perform an action. 

 

Peter: That’s right. An example of this use is in the sentence, You’re making good progress in 

your English. 

 

Peter: A fourth use of make is with the meaning of to become. 

 

Yuji:  Yes. As in the sentence, If you keep studying hard, you’ll make a great teacher someday. 

 

Yuji:  OK, a final use of make is to mean to earn. 

 

Peter: Right. For example, I can say, In my first job I made a dollar an hour. 

 

Peter: OK, so as a quick review, we’ve talked about using make in 5 different ways. First, we 

commonly use make with the meaning of produce or create, like in the sentence, “They 

make cars in that factory over there.”  

 

    Along with this meaning, we commonly include the prepositions (前置詞) of, from, and 

with. We use make of when talking about the main material that is used in something, for 

example, “This chair is made of wood.” We use make from when the main material has 

changed form, for example, “Butter is made from milk.” And we use make with when a 

number of materials are used to make something, for example, “New England Clam 

Chowder is made with milk, and Manhattan Clam Chowder is made with tomatoes.”  

 

    Second, we can use make to mean cause something, “The tray made a loud noise when it 

fell on the floor.” Third, we can use make with the meaning of perform an action, “Please 

excuse me for a second, I need to make a telephone call.” And the fourth way we talked 

about using make is for the meaning of to become, as in the sentence, “They thought the 

house would make a good place to raise their children.” Finally, the last use of make that 

we talked about is to mean earn, as in the sentence, “I need to make a lot of money this 

summer if I’m going to go to England for New Year’s vacation.” 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

  （では，次に動詞の make がどのように使われているか確認してみましょう。） 

 

英検 3 級 2013 年度第 3 回リスニングテストからです。 

 

 

（★=男性 ☆=女性） 

No. 20 

★: I'm glad you're coming to my party, Kate. 

☆: What should I bring? 

★: How about a chocolate cake or an apple pie? 

☆: OK. I'll make an apple pie with my mom. 

☆☆Question: What will Kate bring to the party? 

 

★: 君が僕のパーティーに来てくれるのがうれしいよ，ケイト。 

☆: 何を持っていけばいいかしら。 

★: チョコレートケーキかアップルパイはどうかな。 

☆: いいわよ。お母さんと一緒にアップルパイを作るわ。 

☆☆質問： ケイトはパーティーに何を持っていきますか？ 

 

 

Yuji:  How did you do? Were you able to understand the conversation and the Question? 

  （どうでしたか？ 会話と質問は分かりましたか？） 

 

はい，今回は選択肢のない英問英答の形式です。Let’s talk about the conversation, Peter. 

  （では，確認してみましょう，ピーター。） 

 

Peter: OK. So Kate is going to a party. 

   （ええ。ケイトはパーティーに行くつもりですね。） 

 

Yuji:  Right. So she checks with the person who is having the party to find out what she should 

bring to the party. 

   （そうだね。彼女はパーティーを開催する人に何を持っていけばいいか確認していますね。） 

 

Peter: And the person says that she should bring either a chocolate cake or an apple pie. 

   （そしてその人はチョコレートケーキかアップルパイのどちらかを持ってきてはどうだろうか，とケイト

に伝えています。） 
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Yuji:  Exactly. So listen again, and see if you can get the right answer. 

   （その通りです。それではもう一度聞いて答えを確認してみましょう。） 

 

 

（★=男性 ☆=女性） 

No. 20 

★: I'm glad you're coming to my party, Kate. 

☆: What should I bring? 

★: How about a chocolate cake or an apple pie? 

☆: OK. I'll make an apple pie with my mom. 

☆☆Question: What will Kate bring to the party? 

 

★: 君が僕のパーティーに来てくれるのがうれしいよ，ケイト。 

☆: 何を持っていけばいいかしら。 

★: チョコレートケーキかアップルパイはどうかな。 

☆: いいわよ。お母さんと一緒にアップルパイを作るわ。 

☆☆質問： ケイトはパーティーに何を持っていきますか？ 

 

 

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

   （さあ，皆さん分かりましたか？ 答えは何だろう，ピーター？） 

 

Peter: The correct answer is: She will bring an apple pie. 

   （答えは：彼女はアップルパイを持って行く，です。） 

 

Yuji:  That’s correct. 質問は What will Kate bring to the party?です。bring は「聞き手や話し手

がいるところに人を連れて行く，物を持って行く」が原義です。この場合，パーティーに

持って行くものが What で問われていますので，持っていくものに焦点を当てると答えは

すぐに分かりますね。一つひとつ見てみましょう。まず，男性の I’m glad ～は「～して

うれしい」というときの定番表現です。「Kate がパーティーに来てくれる」ということに

対する満足を表しています。なお，you’re coming to my party は Review のところで触れ

た，予定になっている未来を表す現在進行形の用法です。 

 

   What should I bring? の should は「義務・当然・助言」などを表し，「～すべきである」

という意味になります。でも should には，「提案，申し出」という用法もあるのです。こ

こはその例ですね。余談ですが，英語圏のパーティーのひとつに potluck party「参加者の

持ち寄りパーティー」という形式がありますが，それを思い出しました。 

 

   次の How about ～?は，「～はどうですか？」と提案したり，相手の考えを確認する場合に

用いられます。ここでは，chocolate cake または apple pie という２つの選択肢が示されて
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います。最後の OK. I’ll make an apple pie with my mom.に今回扱った make が出ています。

はい，これは make の基本義ですね。make の後に直接，作る物を持ってくるんでしたね。

ここの with は「お母さんと一緒に」を表しますが，まだ一人では自信がないのかな。余計

なことを考えてしまいました。 

 

   ちなみに apple pie はアメリカの「お袋の味」に相当する食べ物です。ちょっと難しいかも

しれませんが，(as) American as apple pie（アップルパイのように極めてアメリカ的な）と

いう表現があるくらいですから。ということで， 

 

   What will Kate bring to the party? 

     （ケイトは何をパーティーに持って行くのでしょうか？） 

       

に対する答えは， 

 

   She will bring an apple pie to the party.です。 

    （彼女はアップルパイを持って行く。） 

 

 

■Listener Mail「よろず相談コーナー」 

 

Yuji:  OK, last time we didn’t have enough time to respond to the listener mail from the「よろず

相談コーナー」, so let’s see what we’ve got. 

   （前回は「よろず相談コーナー」に届いたリスナーの皆さんからのメールにお答えする時間がなかったけ

ど，今回はお答えできそうだね。） 

 

Peter: Right, Yuji. We have a question from our listener, Hitoshi. He asked us to explain the 

difference between the present simple and the present progressive. 

   （そうだね。リスナーのひとしさんから質問をもらったよ。彼は現在形と現在進行形の違いについて説明

してほしいみたいだ。） 

 

Yuji:  That’s a great question, Peter. 

   （とってもいい質問だね，ピーター。） 

 

 

 

 

Peter: I agree. Last month we talked a little about the difference between dynamic verbs (動態動

詞) and stative verbs (状態動詞), and we said that dynamic verbs (動態動詞) describe 

actions like… eat, sleep, play while stative verbs (状態動詞) describe situations like… be, 

seem, like, right? 
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   （賛成。先月動態動詞と状態動詞の違いに関して少しお話ししましたね。動態動詞は eat，sleep，play の

ような行動を表し，状態動詞は be, seem, like のような状態を表すと説明しましたね？） 

 

Yuji:  Yes. Now stative verbs (状態動詞) are usually used only in the present simple, like, “It is 

hot,” or “Peter likes sushi.” But dynamic verbs (動態動詞) can be used in 2 different ways. 

   （そうです。状態動詞は現在動詞のみで使われることが多いです。例えば“暑いですね。”や“ピーターは寿

司が好きです。”という例文に見られる感じです。でも動態動詞の方は，２つの異なった用法で使われるこ

とがあります。） 

 

Peter: The first way we can use dynamic verbs is to talk about actions that we do regularly, like “I 

usually eat lunch at 12:30,” or “Peter plays hockey.” This is what we call the present 

simple. 

   （動態動詞の１つ目の用法は規則的に何かをすることを話すもので，例としては“私はよく 12:30 に昼食を

とる。”や、“ピーターはホッケーをする。”です。これが現在形と呼ばれます。） 

 

Yuji:  The second way that we can use dynamic verbs is to talk about actions that are happening 

right now. When we do this, we use what is called the present progressive. This is done by 

using the verb to be plus the ～ing form of the verb. As in the sentences, “I’m studying, so 

I can’t talk on the phone,” or “Please be quiet because the baby is sleeping.” 

  （２つ目の用法は今起きている何かの行動を表すときに使います。これを私たちは現在進行形と呼びます。

動詞の to be と動詞の ing 形を使います。文章に例えると，“今勉強をしているから，電話はできません。”

や“赤ちゃんが眠っているので静かにしてください。”となります。） 

 

Peter: So if we look at two similar sentences, “Yuji plays the guitar,” and “Yuji is playing the 

guitar,” we can see that while the words in the sentences are almost exactly the same, they 

have very different meanings. The first sentence, “Yuji plays the guitar,” means that Yuji 

spends some time most days and plays the guitar; it’s what he does in his free time. But the 

second sentence, “Yuji is playing the guitar,” means that right now Yuji is playing the 

guitar. 

  （“Yuji plays the guitar.”と“Yuji is playing the guitar. ”という２つの似た文章を比べると，全く同じ単語を使

っているのに意味はまるっきり異なることが分かります。最初の文，“Yuji plays the guitar.”はユウジがほ

とんど毎日かなりの時間を使ってギターを弾くということを意味しています。しかし，２つ目の文 “Yuji is 

playing the guitar.”では，ユウジがたった今，この瞬間にギターを弾いていることを意味しています。） 

 

Yuji, do you want to explain that in Japanese for our listeners? 

        （ユウジ，リスナーに日本語での補足をお願いします。） 

 

Yuji:  Yes, Peter, I think that I should.  

   （了解，ピーター。補足するよ。） 
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現在形でも現在進行形でも主要な働きをするのは動詞です。英語の場合，この動詞をきっち

りと２つに分類していることは先月，触れました。それが状態動詞と動態動詞でしたね。 

前者は，It is hot.や Peter loves sushi.（本当だよ！）のように，文字通り状態を表します。

これに対して，動態動詞の方は「行動，動作」を表わします。 

 

状態動詞は，特別な意味がある場合を除いて，進行形には用いません。「状態」というのは

その背景に時間的な経過が含まれているので，ある意味，進行の意味合いが内包されている

からです。例えば，Peter loves sushi.という場合，Peter が寿司を食べるという経験をして，

その結果，「おいしい」ということが分かり，また食べて，「好き」になり，そして「大好き」

になったという時間的な経過が love の背後にあるのです。そのため現在進行形にする必要は

ありません。いずれにしても状態動詞は，普通，進行形には使わないということを押えてお

きましょう。 

 

次に後者の動態動詞ですが，これは現在形，現在進行形のどちらでも用いられます。まず現

在形では，定期的に行われる行動，動作を表すときに，I usually eat lunch at 12:30. や Peter 

plays hockey. などのように用いられます。さらにこの動態動詞は，「be 動詞＋動詞＋ing」

の形を取り，「今，この瞬間に何かが起こっている」ことを表す場合にも用いられます。 

 

このように英語では，「～している最中だ」ということを強調する用法が発達してきました。

これはものを細々としたところまで論理的に表現する文化と無縁ではないと考えています。 

     いずれにしても現在進行形は，動作が続いている期間の長短に関係なく，なんらかの動作が

進行中であることを強調する，「臨場感」を伝える表現法なのです。 

 

Peter: OK, Hitoshi, thank you for writing to us. I hope that answered your question and that you 

now have a better understanding of the difference between present simple and present 

progressive. 

   （ヒトシさん，メールをくれてありがとう。以上，質問の答えになったでしょうか。そして現在形と現在

進行形の違いが少しでも理解できたらいいなと思います。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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。 
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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。） 

 
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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