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●

はじめに ●

ケーキを食べている幼い子どもに「このケーキはおいしいですか?」と
聞く人はいません。たいていの人は「おいしい?」と聞き、彼らが「お
いしい」と答えるのを期待します。あるいは、幼い子どもに「あなたは
大丈夫ですか?」と聞くのではなく、「大丈夫?」と聞き、子どもが「大
丈夫」と答えたことで安心します。
もちろんこのことは英語のネイティブスピーカーもまったく同じで、
Good?と聞きGood.と答えさせ、All right?と聞きAll right.と答えさせ
ます。このようにことばの修得の基本は、「おいしい?」「おいしい」
とか「大丈夫?」「大丈夫」といったワンフレーズ表現によるオウム返
しにあります。そしてこのような表現が基本にあるから、Is this cake
good?と聞かれたらYes. it's good.や、 Are you all right?と聞かれた
ら、Yes. I am all right.といった表現へと自然に展開させていくことが
できます。つまり言葉の表現というのは小から大へと進むもので決して
その逆ではありません。
日本人が英語音痴だとされる大きな原因の一つに、このようなワンフ
レーズ表現をまずきちんと身につく学習をしてこなかったことがありま
す。「オウム返し英会話学習法」は、そんなワンフレーズでのオウム返
しを基本にして、それを「きちんとした表現」へと展開させていく学習
法です。
この本は、まるで親が幼い子供にことばを教えるように、学習者にオウ
ム返しができるように構成しました。100のパターンにまとめられた日
常会話に欠かせないオウム返し表現を追体験することができます。
「オウム返し」ということで、独学者のシャドウイングトレーニング教
材として、あるいはご家庭やグループでの学習がさらに効果的なものに
なるでしょう。さらに児童英語教育や学校英語教育に携わっている方に
も参考になるものと思います。
ファンクションメソッド英語研究会
代表 中嶋太一郎著
2007年6月1日
改訂増補版 2011年1月20日
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本書のしくみ
英語の骨格は、be動詞系列と一般動詞系列の２つで成り立ち、それぞれ
が4つ時制で表現展開します。
現在形や過去形では前者はam, are, is, was, were、後者はdo, does, did
が支配し、未来形ではwill、現在完了形はhave、hasが支配することに
なります。
本書の構成は，この英語の骨格を元にしています。
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Chapter 1 「現在のこと」を表現する
Section 1

be動詞でこれだけ表現できる (その1)

●「〜は、ナニだ文」と「〜は、ドンナだ文」は
●主体(主語)を「こそあど」ことばを使って指し示す場合
【オウム返し No.1】 「これは、何(の花)なの?」「バラだよ」
【オウム返し No.2】 「これらは、何(の花)なの?」「ユリだよ」
【オウム返し No.3】 「これ、味はどうなの?」「とてもおいしいよ
【オウム返し No.4】 「これら(のケーキ)、味はどうなの?」「とてもおいしいよ」
【オウム返し No.5】 「このケーキ、味はどうなの?」「とてもおいしいケーキよ
【オウム返し No.6】 「これらのケーキ、味はどうなの?」「とてもおいしいケーキよ」
【オウム返し No.7】 「おいくらなの?」「5ドルです」
【オウム返し No.8】 「あの人、誰なの?」「私の友達のルーシーよ」
【オウム返し No.9】 「今、何時なの?」「今、10時よ」
【オウム返し No.10】 「今日は、何曜日なの?」「今日は、火曜日よ」
【オウム返し No.11】 「今日(の日付)は、何月何日なの?」「5月2日よ」
【オウム返し No.12】 「天候はどうなの?」「雨降りよ」
【オウム返し No.13】 「天候はどうなの?」「雨降り(の日)よ」
●主体(主語)を「私の」「あなたの」など所有関係を表す表現
【オウム返し No.14】 「あなたのお名前は、何ですか?」「メアリーよ」
【オウム返し No.15】 「これ、誰のバッグなの?」「ルーシーのバッグよ」
【オウム返し No.16】 「これ、誰のメガネなの?」「父のメガネよ」
【オウム返し No.17】 「このバッグ、誰の物なの?」「母の物よ」
【オウム返し No.18】 「どちらが、あなたの奥さんですか?」
「こちらが、私の妻、花子です」
【オウム返し No.19】 「この少年たちは、誰なの?」「私の友達のトムとビルよ」
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【オウム返し No.20】 「あなたの趣味は何ですか?」「音楽を演奏することです」
●主体(主語)を「私は」=I、「あなたは」=Youなど主格を使って表現する場合
【オウム返し No.21】 「ご機嫌いかが?」「元気よ」
【オウム返し No.22】 「あなたの奥さん、ご機嫌いかがですか?」「元気ですよ」
【オウム返し No.23】 「あなた、どんな状態なの?」「暇よ」
【オウム返し No.24】 「あなた、何才なの?」「23才よ」
【オウム返し No.25】 「あなたのご職業は何ですか?」「警察官だよ」
【オウム返し No.26】 「スミスさんて、どのような人なの?」「とても可愛いよ」
【オウム返し No.27】 「グリーンさんて、どのような人なの?」「かっこいい人よ」
【オウム返し No.28】 「あなたの奥さん、どのような人なの?」「歌が下手よ
●比較級・最上級の表現
【オウム返し No.29】 「どちらのケーキが、おいしいの?」「こちらだよ」
【オウム返し No.30】 「どのケーキが、一番おいしいの?」「こちらだよ」
【オウム返し No.31】 「どちらが、年上なの?」「ビルだよ」
【オウム返し No.32】 「誰が、一番若いの?」「ルーシーだよ」
●「〜は、ある・いる文」とは
【オウム返し No.33】 「私の携帯電話、どこにあるの?」「机の下にあるよ」
【オウム返し No.34】 「ママって、どこにいるの?」「寝室にいるよ」
【オウム返し No.35】 「あなた、(今)どこにいる?」「レストランにいるよ」
【オウム返し No.36】 「バス停はどこにありますか?」「あそこにありますよ」
【オウム返し No.37】 「この辺りにレストランはいくつありますか?「５つありますよ」
【オウム返し No.38】 「冷蔵庫に、どれだけの肉があるの?」「まったくないよ」
【オウム返し No.39】 「このコーヒー、どこ産ですか?」「イエメン産よ」
【オウム返し No.40】 「どこから来られましたか?」「オーストラリアから来ました」
【オウム返し No.41】 「このプレゼント、誰にあげるの?」「ルーシーにあげるよ」
【オウム返し No.42】 「あなたのコンピュータの具合はどうなの?」「順調だよ」
【オウム返し No.43】 「どうしてダイエットしてるの?」「スリムになるためよ」
Section 2 be動詞でこれだけ表現できる (その2)

現在進行形と現在受身形

【オウム返し No.44】 「天気はどうなの?」「雪が降ってるよ」
【オウム返し No.45】 「あなた、どうしてるの?」「元気にやってないよ」
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【オウム返し No.46】 「あなた、どこに行こうとしてるの?」
「コンビニに行くところよ」
【オウム返し No.47】 「あなた、何を作ってるの?」「天ぷらを作ってるよ」
【オウム返し No.48】 「あなた、何をしてるの?」「洗濯してるのよ」
【オウム返し No.49】 「赤いドレスを着てるのは誰なの?」「ルーシーだよ」
【オウム返し No.50】 「ビルは、どこに座ってるの?」「床に座ってるよ」
【オウム返し No.51】 「あなた、今夜何をするの?」「コンサートに行くよ」
【オウム返し No.52】 「誰のコンピュータが、壊されてるの?」
「あなたのコンピュータよ」
【オウム返し No.53】 「これ、原料は何ですか?」「小麦で作られてるよ」
【オウム返し No.54】 「これ、材質は何ですか?」「カーボン製よ」
【オウム返し No.55】 「あなたは、誰に愛されてるの?」「彼女の友達に愛されてるよ」
Section 3 一般動詞でこれだけ表現できる
【オウム返し No.56】 「このケーキの味はどうなの?」「おいしい味がするよ」
【オウム返し No.57】 「私、どのように見える?」「とても可愛く見えるよ」
【オウム返し No.58】 「あなた、どんな具合なの?」「熱っぽいよ」
【オウム返し No.59】 「あなた、何が好きなの?」「すき焼きが好きよ」
【オウム返し No.60】「ルーシーって、どんな動物が好きなの?」「猫が好きよ」
【オウム返し No.61】 「あなた、何がほしいの?」「ジュースがほしいよ」
【オウム返し No.62】 「あなた、何がほしいですか?」「コーヒーがほしいです」
【オウム返し No.63】 「あなた、誰が好きなの?」「あなたの友達のビルが好きよ」
【オウム返し No.64】 「どうして旅行をするのが好きなの?」
「たくさんの人や場所が私を待ってるからよ」
【オウム返し No.65】 「どんな種類のジュースがありますか?」
「オレンジジュースとリンゴジュースとグレープジュースがあります」
【オウム返し No.66】 「あなた、どうしたの?」「頭が痛いのよ」
【オウム返し No.67】 「あなたは、どこに住んでるの?」
「ここから遠いところに住んでるよ」
【オウム返し No.68】 「あなたは、毎晩何をするの?」「毎晩、読書をするよ」
【オウム返し No.69】 「あなたのご主人、ご職業は何ですか?」「トラックを運転してるよ」
【オウム返し No.70】 「あなたのご職業は何ですか?」「石油会社に勤めてるよ」
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Chapter 2 「過去のこと」を表現する
Section 1

「過去のこと」をbe動詞でこれだけ表現できる (その1)

【オウム返し No.71】 「例の本、どうだった?」「退屈なものだったよ」
【オウム返し No.72】「例の映画、どうだったの?」「とてもおもしろい映画だったよ」
【オウム返し No.73】「あなた、その時どこにいたの?」「家にいたよ」
Section 2

「過去のこと」をbe動詞でこれだけ表現できる (その2)

過去進行形と過去受身形
【オウム返し No.74】「あなた、その時何をしていたの?」「その時、散歩をしてたよ」
【オウム返し No.75】「昨日、誰の自転車が盗まれたの?」「あなたの自転車よ」
【オウム返し No.76】「あなた、いつ生まれたの?」「1982年4月5日に生まれたよ」
Section 2 「過去のこと」を一般動詞でこれだけ表現できる
【オウム返し No.77】「私、あの時どのように見えた?」「あの時老けて見えたよ」
【オウム返し No.78】「あなた、何がほしかったの?」「白いドレスがほしかったよ」
【オウム返し No.79】「あなた、昨日何をしたの?」「野球をしたよ」
【オウム返し No.80】「あなた、先週の日曜日，どこに行ったの?」「京都に行ったよ」
【オウム返し No.81】「彼女、いつ帰国したの?」「昨日の朝、帰国したよ」

Chapter 3 「未来のこと」を表現する
Section 1

「未来のこと」をbe動詞でこれだけ表現できる

【オウム返し No.82】「あなた、いつ戻って来るつもりなの?」
「7時頃に戻って来るつもりよ」
【オウム返し No.83】「あなた、将来何になるつもりなの?」
「警察官になるつもりだよ」
Section 2 「未来のこと」を一般動詞でこれだけ表現できる
【オウム返し No.84】「あなた、何を飲みますか?」「何か熱い物を飲みます」
【オウム返し No.85】「あなた、どこに行くつもりなの?」「銀行に行くつもりよ」
【オウム返し No.86】「あなた明日、何をするつもりなの?」
「明日、パンケーキを作るつもりよ」

Chapter 4 「現在完了のこと」を表現する

現在完了形、その３つの用法

【オウム返し No.87】 「あなた、ずっとどうしていたの?」「ずっと元気にしていたよ」
【オウム返し No.88】 「例のコンピュータ、どのくらい長く故障してるの?」
「故障して1週間になるよ」
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【オウム返し No.89】「ルーシーは、どのくらい長く日本にいるの?」
「生まれてからずっと日本にいるよ」
【オウム返し No.90】「あなたは、何回京都に行ったことがあるの?」
「何度も京都に行ったことがあるよ」
【オウム返し No.91】「ビルは、天ぷらを食べたことがあるの?」
「天ぷらを食べたことがないよ」
【オウム返し No.92】「パパは、もう仕事に行ったの?」「もう会社に行ったよ」
【オウム返し No.93】「あなたは、何をしたところなの?」
「ちょうど犬を散歩させたところだよ」

Chapter 5 「展開型」を表現する
Section 1

be動詞でこれだけ表現できる

【オウム返し No.94】「あなた、何を買う予定なの?」「ドレスを買う予定よ」
【オウム返し No.95】「あなたたち、明日何をする予定なの?」
「食事に出かける予定だよ」
Section 2 一般動詞でこれだけ表現できる
【オウム返し No.96】「あなた、将来何になりたいの?」「英語の先生になりたいです」
【オウム返し No.97】「あなたは、何を飲みたいの?」「紅茶を飲みたいです」
【オウム返し No.98】「ルーシーは、どこに行きたがってるの?」
「沖縄に行きたがっているよ」
【オウム返し No.99】「私、何をしなければならないの?」
「あなたは、お皿洗いをしなきゃ」
【オウム返し No.100】「あなた、何をしなきゃならないの?」
「お皿洗いをしなきゃ」

【英会話の九九・テープル】No.1〜No.17
ファンクションフレーズを使った応答トレーニング学習
[1]
[2]
[3]
[4]

「相づちをうつ」トレーニング
付加疑問文のトレーニング
Short Answerのトレーニング
Information Questionのトレーニング

☆巻末参考資料

9

●

プロローグ

●

☆ どうして英語が言葉として定着・蓄積しないのか?
児童英語でも、中学英語でも以下の会話文は必ず登場します。
A: How are you?
ご機嫌いかがですか?
B: I am fine, thank you. And you?
元気です、ありがとう、あなたはどうですか?
A: I am fine, too. Thank you.
私も元気です、ありがとう
A: Where are you from?
あなたはどこから来られましたか?
B: I am from Canada.
私は、カナダから来ました
A: What animal(s) do you like?
あなたはどんな動物が好きですか?
B: I like dogs.
私は、犬が好きです
このような会話文を丸暗記さされたことがあると思います。でもこんな
会話文を丸暗記していた最初の頃は、おそらく英語も楽しいものだった
思います。でもいつの間にかこのような一文丸暗記の学習が苦痛になっ
たのではありませんか。
しかし、よく見てください。Aの会話文とBの会話文はほとんど共通した
単語がないことに気づかれると思います。これらの会話文に共通するの
は、疑問詞と言われるhowやwhatが使われていることです。文法ではこ
れらはInformation Questionと呼ばれ、文字通り相手に情報を聞
くものなのです。つまり答えるものは相手に「元気だ」「元気じゃな
い」「そこそこだよ」といった情報を与える必要がある表現なのです。
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一方、英語にはYes=No Questionというものがあります。これは相
手が聞いたことに対してYesかNoかで答えるものです。以上の３つの会
話文をこれに変えるとおもしろいことがわかります。
A: (Are you) fine?
※上げ調子で
あなた、お元気ですか?
B: Yes. (I am) fine, thank you. And you?
元気です、ありがとう、あなたはどうですか?
A: (I am) fine, too. Thank you.
私も元気です、ありがとう
【オウム返し No.21】
A: (Are you) from Canada?
※上げ調子で
あなたはカナダから来られましたか?
B: Yes. (I am) from Canada.
そうです。私は、カナダから来ました
【オウム返し No. 40】
A: (Do you) like dogs?
※上げ調子で
あなたは犬が好きですか?
B: (I) like dogs.
私は、犬が好きです
【オウム返し No. 60】
どうですか? Fine?→Fine.、From Canada?→From Canada.、Like
dogs?→Like dogs.と完璧なオウム返しになっていることがおわかりで
しょうか。そしてさらに重要なことは、( )内のことばを無視しても、
赤文字で記されたフレーズは単独で、ワンフレーズ表現となっているこ
とです。もちろん、Information Questionが必要ではないと言っている
のではありません。
指摘したいのは、ことばとして表現を学ぶ順序が逆になっているという
ことです。
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☆ ワンフレーズ表現が基礎となって表現が拡大する
幼い子供は、まずワンフレーズ表現を身につけ、それを以下のように展開
していくことになります。How are you?などから始める日本の英会話教
育とまったく逆になっていることがわかると思います。
Fine?

→ Are you fine?

→ How are you?

From Canada? → Are you from Canada? → Where are you from?
Like dogs?

→ Do you like dogs?

→ What animal(s) do you like?

オウム返し英会話学習法は、英語をことばとして身につけるための、当た
り前のそして最も有効な学習法なのです。
☆ 英語脳・英語の回路ということ
最近，英語脳とか英語の回路といった言葉がよく使われています。
それをどのようにして身につけることができるか、それは簡単なことで
す。
あなたがFine?、From Canada?、Like dogs?と英語のワンフレーズ表現
をとっさに口からほとぼり出した時から始まります。
オウム返し学習法は，英語を言葉として身につけるための，当たり前の，
そして最も有効な学習法なのです。
(Are you) Ready?
用意はいいですか?
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●

学習の進め方】 ●

各【オウム返し】の[1]は、オウム返しのためのワンワード(One word)、
ワンフレーズ(One phrase)での表現です。
次の[2]は、Yes=No Questionとなっていて、これはYesとNoの２つの
Short Answerでの答え方をとりあげています。そしてさらにShort
Answerに続いて、それぞれの肯定形と否定形の文(Sentence)が続いてい
ます。
最後の[3]はInformation Questionと言って、文字通り「情報」を問う疑
問文となっています。
(例)

【オウム返し No.21】
「ご機嫌いかがですか?」「元気よ」

[1] Q: Fine?
A: Yes. Fine.
↓

← ワンワード、ワンフレーズでのオウム返し

[2] Q: Are you fine?
A1: Yes, I am. I'm fine.
A2: No, I'm not. I'm not fine.
↓

← 疑問表現
← Short Answerと肯定表現
← Short Answerと否定表現

[3] Q: How are you?
A1: I'm fine, thank you. And you?
A2: I'm not fine. And you?

← 疑問詞を使った表現
← 肯定表現
← 否定表現

各STEPには【情報BOX】にできる限りのフレーズをあげておきまし
た。それを使ってさまざまな表現を展開していただきたいと思います。と
にかく各フレーズを口に出してまずイメージしてください。
英語学習でとても大切なことは、一つの文を丸暗記しないことと、日本語
訳をセットして覚えないことです。ワンワード、ワンフレーズから文を生
産していくことが何より大切です。
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●

巻末の各TABLE No.1〜No.17の使い方

●

巻末に、Table No.1からTable No.17まで17のテーブルを用意しまし
た。ファンクションメソッドでは、このテーブルにあげられたThis is,
These areなどのフレーズをファンクションフレーズと名づけていま
す。
これらのフレーズはワンフレーズ表現をきちんとした表現に高める働き
をするもので、それこそI =「私」、You =「あなた」といった無機的な
覚え方をしないで、Iは自分のこと、Youは話し相手のことと具体的にイ
メージをして丸暗記する必要があります。
Table No.2を例にすると以下のような配列となっています。
○ テーブルの(1)から(4)は対話者同士の関係を表しています。
「私」「私たち」と「あなた」「あなた方」
[GROUP C]

Are you 〜?

[GROUP A]

Yes, I am.

[GROUP B]

No, I am not.

I am 〜.
I am not 〜.

○ テーブルの(5)から(8)は 対話者間で話題となる第三者を表していま
す。
「彼」「彼女」「彼ら」との関係
[GROUP C]

Is he 〜?

[GROUP A]

Yes, he is.

[GROUP B]

No, he is not.

He is 〜.
He is not 〜.

つまり、[GROUP C]は疑問形を、[GROUP A]は肯定のShort Answerと
肯定表現を、そして[GROUP B]は否定のShort Answerと否定表現の
ファンクションフレーズを表していることに注目してください。
また、he, she, theyは代名詞と呼ばれ、以下にあげたそれぞれの代わり
をします。
he
←
she ←
they ←

Tom, Bill,Mr. Green, your father, your brother, my husband
Lucy, Mary, Mrs. Green, your mother, your sister, my wife
Tom and Lucy, Mr., and Mrs. Green, my parents, my children

なお、今回の改訂で[GROUP D]をつけ加えました。
14

Chapter 1
「現在のこと」を表現する
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Section 1の学習のポイント
●am, are isが支配するbe動詞現在形の文
be動詞の本質的な意味は、「存在」です。多くの人がam, are, isを「で
す、いる、ある」などの訳語で覚えていると思います。確かに以下のよ
うな英文ではその訳語がぴたりと当てはまりますが、それはとても限定
的なものに過ぎません。
英語発想を身につけるためには、be動詞を「存在する」といった漠然と
したイメージでとらえておくことが大切です。なせなら英会話というも
のは、英文を日本語に翻訳することではないからです。
たとえば以下の例文のThis is、This cake is, The cake isは、「これ」
「このケーキ」、「例のケーキ」が「存在する」という意味ですが、こ
れらに共通しているのは「それらが現在存在している」ということで
す。だからこれらのフレーズがなくても、赤文字部分だけで、つまりワ
ンフレーズ表現で通じてしまうということになります。
●be動詞に結びつく補語、その３つの基本パターン
be動詞のフレーズを、パターンに分類すると以下のようになります。そ
のいずれもが主体(主語)を補って、その状態などを説明することば(補語)
となります。私は理解しやすいようにこれらを以下のように名づけてい
ます。
(1) 「〜は、ナニだ文」
be動詞+(形容詞)+名詞
This is a good cake.
これはおいしいケーキです
(2) 「〜は、ドンナだ文」
be動詞+形容詞
This cake is good.
このケーキはおいしいです
(3) 「〜は、ある・いる文」
be動詞+方位副詞[前置詞+名詞]
The cake is over there.
例のケーキはあそこにある
The cake is on the table.
例のケーキはテーブルの上にあります
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●主体(主語)を「こそあど」ことばを使って指し示す場合
日本語には、「これ、それ、あれ、どれ」といった「こそあど言葉」と
いうものがあります。もちろん英語にもこのような「もの」などを指し
示すことばがありますが、日本語とは少し異なっています。
そこで、P.252のTABLE NO.1をごらんください。
ここには「もの」などを指し示す表現の、肯定形、否定形、疑問形があ
げられています。くわしい説明は後に個別にしますが、英語は名詞の単
数と複数(２つ以上のもの)をはっきり区別して表現する言葉であること
がわかります。
それでは個別に学習を進めていただきますが、進める上でとにかく忘れ
てならないことは、「会話というものは相手が前にいることで成立す
る」ということです。つまり同じ場面、状況にあることを前提にして成
り立っているということを肝に銘じておいてください。
「これって」=This is、「このケーキって」=This cake isとわざわざ口
に出さなくても対話者間では「おいしいね」=Good.、「おいしいケー
キだね」=A good cake.など赤文字のフレーズだけでも意味が通じ、む
しろそのようなフレーズが自然に口から出るようになることが英語発想
に身をおく前提となります。そしてTABLEにあげたフレーズは、「きち
んとした表現」へと展開するためのフレーズだということになります。
【オウム返し No.1】〜【オウム返し No.8】
●主体(主語)をitを使って表現する場合
itは主語となって、時間、曜日、日付、および天候、寒暖などを表しま
す。
【オウム返し No.9】〜【オウム返し No.13】

17

オウム返し 「これは、何(の花)なの?」
No. 1
「バラだよ」
[1]
Q: A rose?
A: Yes. A rose.
↓

CD - 1

TABLE No.1

[2]
Q: Is this (flower) a rose?
A1: Yes, it is. It's a rose.
A2: No, it's not. It's not a rose.
↓
[3]
Q: What (flower) is this?
A: It's a lily.
-----(日本語訳)------------------------------------------[1]
Q: バラなの?
A: そう、バラよ
[2]
Q: これ(この花)って、バラなの?
A1: はい、そうよ。それ、バラよ
A2: いいえ、そうじゃないよ。それ、バラじゃないよ
[3]
Q: これは何(の花)なの?
A: それ、ユリだよ
※ thisをthatに変えて表現してください。「それって、あれって」
といった表現ができます
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◆ STEP 1 ◆
英語には、単数のものなどを具体的に指し示すことばはthisとthatしか
ありません。thisは話者の近くのものを、一方thatは話者から離れてい
るものを指し示します。
しかし日本語には、「これ、それ、あれ」と３つの空間でものを指し示
す発想があり使い方を混乱する人が多いです。つまり英語の発想では、
「これ」は this、「それ、あれ」はthatが受け持つことになり、たとえ
ば、相手が持っているものを指し示すにはthat( それ)を用いることにな
ります。一方、itを「それは」と覚えている人が多いと思いますが、こ
れは「お聞きのそれは，話題のそれは」という意味で、指し示されたも
のを答える場合などに用いられます。
【この英語発想を身につけよう!】
(ワンフレーズ表現)

(きちんとした表現)

A rose?

→

バラなの?

Is this (flower) a rose?
これ(この花)って、バラなの?

【ここがポイント】
thisやthatは対話者間で使われることが多いので、指し示すものが相手
にわかれば、this(これって)、that(それって、あれって)と単独に使うこ
とができます。もちろん相手にくわしく表現する場合は、this flower,
that flowerなどと名詞をともなって表現します。このことはwhat(何な
の?)が、次に名詞を導いて「何の花か?」「何の動物か?」「何のフルー
ツか?」といった表現も同じです。
【情報BOX】
What animal?
何の動物?

a dog
(犬)
a lion
(ライオン)

a cat
(猫)
an elephant
(ぞう)

((ポイント】
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a bear
(クマ)
a monkey
(サル)

a tiger
(トラ)
a panda
(パンダ)

オウム返し 「これらは、何(の花)なの?」
No. 2
「ユリだよ」
[1]
Q: Roses?
A: Yes. Roses.
↓

CD - 2

TABLE No.1

[2]
Q: Are these (flowers) roses?
A1: Yes, they are. They're roses.
A2: No, they're not. They're not roses
↓
[3]
Q: What (flowers) are these?
A: They're lilies.
-----(日本語訳)------------------------------------------[1]
Q: バラなの?
A: そう、バラよ
[2]
Q: これら、バラなの?
A1: はい、そうよ。それら、バラよ
A2: いいえ、そうじゃないよ。それら、バラじゃないよ
[3]
Q: これらは何の花なの?
A: それら、ユリだよ
※ theseをthoseに変えて表現してください。「それらって、あれ
らって」といった表現ができます
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◆ STEP 2 ◆
ここでは、複数のもの(２つ以上)を指し示す表現で、指し示しているの
が２本以上のバラです。自分から近くのものを指し示す場合は thisの複
数形theseを使い、自分から離れたものを指し示す場合はthatの複数形
thoseを使います。また「お聞きのそれは，話題のそれらは」は、they
を使います。またtheseやthoseが導く名詞も複数形となり、さらにbe動
詞がareとなることにも注意してださい。
【この英語発想を身につけよう!】
(ワンフレーズ表現)

Roses?

(きちんとした表現)
→

バラなの?

Are these (flowers) roses?
これら(これらの花)って、バラなの?

【ここがポイント】
ここでも、単にtheseやthoseだけで、「これらって」「それらって、あ
れらって」と指し示すことができますが、これらに複数形の名詞をとも
なわせて表現することもできます。このことは、whatの次に複数の名詞
を導いて「何の花々か?」「何の動物たちか?」「何のフルーツか?」と
いった表現をする場合と同じです。
【情報BOX】
What flowers? lilies
何の花?
(ユリ)

violets
(すみれ)

tulips
narcissuses
(チューリップ) (スイセン)

dandelions
(たんぽぽ)

sunflowers
(ひまわり)

cyclamens
(シクラメン)

cats
(猫)

bears
(クマ)

tigers
(トラ)

elephants
(ゾウ)

monkeys
(サル)

pandas
(パンダ)

What fruits?
apples
何のフルーツ? (りんご)

oranges
(オレンジ)

pears
(洋なし)

pine apples
(パイナップル)

What trees?
何の木?

cherry trees
(桜の木)

apple trees
(リンゴの木)

oaks
(樫の木)

mums
(キク)
What animals? dogs
何の動物?
(犬)
lions
(ライオン)
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pine trees
(松の木)

オウム返し 「これ、味はどうなの?」
No. 3
「とてもおいしいよ」
[1]
Q: Good?
A: Yes. Good.
↓

CD - 3

TABLE No.1

[2]
Q: Is this (cake) good?
A1: Yes, it is. It's very good.
A2: No, it's not. It's not very good.
↓
[3]
Q: How is this (cake)?
A1: It's very good.
A2: It's not very good.
-----(日本語訳)------------------------------------------[1]
Q: おいしい?
A: おいしいよ
[2]
Q: このケーキ、おいしい?
A1: はい、そうよ。それって、とてもおいしいよ
A2: いいえ、そうじゃないよ。それって、あまりおいしくないよ
[3]
Q: このケーキ、(味は)どうなの?
A1: それ、とてもおいしいよ
A2: それ、あまりおいしくないよ
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◆ STEP 3 ◆
何かを食べていて、「おいしい?」と聞かれなくても、「おいしいよ」
「とてもおいしいよ」「本当においしいよ」と感想を述べるのは作った
人への礼儀です。
そんな時、「〜は、ドンナだ」の「ドンナ(だ)」に当たる部分、Good.、
Very good.、Really good.をワンフレーズで表現しましょう。そしてそ
の発想を元にして、主語や動詞をつけてきちんと表現に高めていくこと
が大切です。
【この英語発想を身につけよう!】
(ワンフレーズ表現)

(きちんとした表現)

Good.

→

おいしいね

This (cake) is good.
これ(このケーキ)って、おいしいよ

How is this (cake)?

これ(このケーキ)って、味はどうなの?

How is that (cake)?

あれ・それ(あの・そのケーキ)って、味はどうなの?

How is it?

それって、味はどうなの?

【ここがポイント】
「〜は、ドンナだ」の「ドンナだ」に当たる部分は、形容詞を単独に用
いたり、<副詞+形容詞>を用います。また「ドンナだ?」と状態などを聞
く場合はHowを用います
【情報BOX】
以下は、副詞very, reallyを用いたフレーズです。veryがnotと結びつく
と「あまり〜ない」といった意味となります。
very good
really good
bad
awful
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とてもおいしい
本当においしい
まずい
ひどい味がする

オウム返し 「これら(のケーキ)、味はどうなの?」
CD - 4
No. 4
「とてもおいしいケーキよ」
[1]
Q: Good?
A: Yes. Good.
↓

TABLE No.1

[2]
Q: Are these (cakes) good?
A1: Yes, they are. They're very good.
A2: No, they're not. They're not very good.
↓
[3]
Q: How are these (cakes)?
A1: They're very good.
A2: They're not very good.
-----(日本語訳)------------------------------------------[1]
Q: おいしい?
A: おいしいよ
[2]
Q: これらのケーキ、おいしい?
A1: はい、そうよ。それらって、とてもおいしいよ
A2: いいえ、そうじゃないよ。それらって、あまりおいしくないよ
[3]
Q: これらのケーキ、(味は)どうなの?
A1: それらって、とてもおいしいよ
A2: それらって、あまりおいしいくないよ
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◆ STEP 4 ◆
ここでは、主語が「これらのケーキ」と複数になっています。ただし主
語が複数形になっても「〜は、ドンナだ文」では「ドンナ」の部分はそ
のままであることに注目してください。
This (cake) is good. → These (cakes) are good.
That (cake) is good. → Those (cakes) are good.
It is good.
→ They are good.
【この英語発想を身につけよう!】
(ワンフレーズ表現)

Good?

(きちんとした表現)
→

おいしいね

These (cakes) are good.
これら(のケーキ)、おいしいね

How are these (cakes)?

これら(これらのケーキ)って、味はどうなの?

How are those (cakes)?

それら(それらのケーキ)って、味はどうなの?
あれら(あれらのケーキ)って、味はどうなの?

How are they?

それらって、味はどうなの?

【ここがポイント】
ここで注意したいのは、名詞でも複数にならない名詞があることです。
たとえば、water(水), juice(ジュース), milk(牛乳), beef(牛肉), pork(豚
肉)、chicken(鶏肉)といった名詞は、ひとまとまりの個性を持たないも
ので，どこを切っても元のままといったものです。そこでこれらの名詞
は原則としてthisやthatと結びつきますが、theseやthoseとは結びつき
ません。
この牛肉の味はどうなの?

○ How is this beef?
× How are these beef?
このジュースの味はどうなの? ○ How is this juice?
×How are these juice?
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一方逆に、shoes(靴)、pajamas(パジャマ)、pants(パンツ)、glasses(メガ
ネ)など、一対のものといったイメージから、基本的に複数で表されるも
のもあります。
How are those shoes?
They are very good.
How are those scissors?
They are not very good.

その靴の履き心地はどうですか?
とてもいいよ
そのはさみの使い心地はどうですか?
あまりよくないよ

【情報BOX】
(味はどうなの?)
this[that] orange
this[that] apple
this[that] fruit
this[that] potato
this[that] banana
this[that] tomato

these[those]
these[those]
these[those]
these[those]
these[those]
these[those]

oranges
apples
fruits
potatoes
bananas
tomatoes

(履き心地、使い心地はどうなの?)
these[those] glasses
メガネ
these[those] spectacles 双眼鏡
these[those] pajamas
パジャマ
these[those] jeans
ジーンズ
these[those] earrings
イアリング
these[those] chopsticks はし
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オレンジ
りんご
くだもの
じゃがいも
バナナ
トマト

these[those]
these[those]
these[those]
these[those]
these[those]
these[those]

scissors はさみ
pants パンツ
trousers ズボン
clothes 服
socks 靴下
shirts シャツ

【表現の拡大】
this[that] pie

good

delicious

bitter

このパイ

おいしい

おいしい

にがい

this[that] spaghetti

good

bad

salty

hot

このスパゲッティー おいしい

まずい

塩辛い

辛い

this[that] pizza

excellent

spicy

このピザ

素晴らしい

スパイシーだ

this[that] picture

fine

beautiful

colorful

この絵

素晴らしい

美しい

色彩豊かだ

this[that] towel

clean

dirty

wet

dry

このタオル

清潔だ

汚い

湿っている

乾いている

this[that] cloth

dirty

silk

cotton

この布

汚れている

絹だ

綿だ

this[that] bag

heavy

light

empty

tight

このバッグ

重い

軽い

空だ

はちきれそうだ

this[that] room

good

clean

dark

quiet

この部屋

よい

清潔だ

暗い

静かだ

noisy

very cold

cool

a little dark

騒がしい

とても寒い 涼しい

this[that] water

hot

cold

boiling

boiled

この水

熱い

冷たい

沸騰している

煮沸されている

this[that] music

really nice

この音楽

本当に素敵だ とてもモダンだ

音量が大きい

this[that] car

fast

reliable

expensive

この車

速い

信頼性がある 値段が安い

値段が高い

safe

powerful

economical

安全だ

パワーフルだ 居住性がある 経済的だ

very modern

comfortable popular
快適だ
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少し暗い

cheep
roomy
powerless

人気がある 力がない

loud

