テレビ学習メモ

第5回

いろいろと質問してみよう !
〜 yes/no で答える be 動詞の疑問文〜
学習のポイント
◦ Are you…? を使って、相手について質問ができる
英語監修・執筆

鳥飼慎一郎

◦ Is this…? や Are you…? を使って、人や物について質問ができる
◦その質問に、yes や no や not を使って答えられる

Are you …? を使って、相手について質問ができる
Yes と No
何か聞かれて、そうであればyesと答える、そうでなければnoと答える。極めて単純なことの
ようですが、実際のコミュニケーションではyesと言うことは簡単でも、noと言うことは心理的
に躊躇することが多いようです。特に日本人は相手の気持ちを考えたり、人間関係が悪くなること
を心配して、なかなかはっきりとnoと言えないことが多いようです。それが時には誤解を生むこ
▼

ともあります。そうでなければnoと、そうであればyesと一貫して言いましょう。
この一貫した態度は、相手がどのように質問しようが変わりません。例えば、
Is this your coﬀee?（これはあなたのコーヒーですか）
と尋ねられて、自分のコーヒーでなければ、
No. This is not my coﬀee.（いいえ、私のコーヒーではありません）
と答えます。
仮に、
Isnʼt this your coﬀee?（これはあなたのコーヒーではないんですか）
This is not your coﬀee, is it?（これはあなたのコーヒーではありませんよね）
などと聞かれた場合、日本語では通常、「はい、私のコーヒーではありません」と答えますが、そ
れを英語にそのまま直して、
Yes. This is not my coﬀee.
とすると、英語としては不可解な答えになります。
Yes.といったん肯定しておきながら、その直後でThis is not my coﬀee.と否定しているからで
す。自分のコーヒーでなければ、答えもその後の文も一貫して、
No. This is not my coﬀee.
です。自分を中心にして、相手がどう聞こうが自分の意思や気持ちを貫くのが英語流です。
■単語や表現
magazine
このmagazineという語は、英語だけでなく、フランス語やイタリア語、そしてアラビア語にも
あります。広くアラブ世界からヨーロッパ世界で使われている語だということがわかります。元々
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5 いろいろと質問してみよう

の意味は、「物をしまっておくところ、倉庫」と言う意味でした。しまっておくものが物から知識
へと変わり、今では「知識をしまっておくところ → 定期刊行物、雑誌」と言う意味で広く使われ
るようになりました。
sketchbook
sketchbookのsketchとは、絵画での下書き、デッサン、素描、などを意味する語です。
【使い方】 Look! This is my sketch of Mt. Fuji.（見て、これ私が描いた富士山のスケッチなの）
This is Hinaʼs sketch of Naomi.（これは日梨が描いた直美さんのスケッチ）
このsketchは大ざっぱな絵のため、sketchyと-yを付けると「大ざっぱな、いい加減な」とい
う否定的な意味になります。
【使い方】 Your note is a bit sketchy.（君のノートはちょっと雑だね）
This is a sketchy outline of the story.（これが話の大まかな内容です）
■英語の決まり
質問するときには、文の最後を上げて言えばいいことは既に学習しました。
OK⤴?

Tired⤴?

My towel⤴?

Your bag⤴?

このような質問は、相手が目の前にいるときや、傍にある物について質問するときには大変便利
です。しかしながら、相手や自分以外のことについて聞く場合には、無理があるようです。番組で
▼

は、目の前にいない亮について日梨が心配をして、Ryo OK?

とフィリップに聞きますが、上手

く伝わりません。このようなときは、文の形を質問する形に変えると、誰について質問しているの
か、たとえ傍にいなくとも上手に伝わります。

Is this…? やAre you…?を使って、人や物について質問ができる
その質問に、yesやnoやnotを使って答えられる
isやareを使った文を質問する文に変えるには、このisやareを文の始めに持ってきて言いま
す。例えば、
Ryo is OK.
のisを文の先頭に持ってきて、
Is Ryo OK?
とすると、「亮は大丈夫ですか」と言う意味の、質問の文になります。最初に上げた単語だけで聞
く質問の文も、以下のように質問する文に直すことができます。
OK⤴?

You are OK.

Are you OK?

Tired⤴?

You are tired.

Are you tired?

My towel⤴?

This is my towel.

Is this my towel?

Your bag⤴?

This is your bag.

Is this your bag?

番組では、フィリップの描いた動物の絵が何の動物なのかで会話が弾みます。絵を指して、「こ
れは犬ではありません」と言うときには、
This is not a dog.
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と、isの後にnotを付けて言ったり、同様に「これは猫ではありません」と言うときにも、
This is not a cat.
と、isの後にnotを付けています。このように、isやareあるいはamを使った文を、「〜ではあり
ません」と打ち消すときには、notをすぐ後に付けて表現します。
No. This is not my magazine.

Are these your shoes?

No. These are not my shoes.

Are you tired?

No. I am not tired.

column

Is this your magazine?

アルファベットと発音 ⑤

I

i

アィと、アを強く長めに、そしてイを付け加えるように
して発音します。自分のことを言う I も、「目」を意味する
eye も同じ発音です。

▼

Internet は、よく使うインターネットのことです。常に the をつけて the Internet
と大文字で書き始めます。
【使い方】「インターネットを使う」と英語で言うときは、use the Internet
あるいは go on the Internet と言います。「インターネットで〜を調べる」は、
search the Internet for ~、あるいは search ~ on the Internet です。「イン
ターネットでいろいろなサイトを見る」ことは、surf the Internet、あるいは
browse the Internet といいます。この surf は、「波乗りをする」という意味も
あり、いかにもいろいろなサイトをすいすいと渡り歩く様子がうまく出ています。
browse とは「本などを拾い読みする」という意味です。

J

j

ジェィと発音します。この J やｊは、I や i の縦に書く形
が他のアルファベットの文字 u やｍや n と混同しやすいの
で、それらの文字と区別するために使われたのが始まりだと
言われています。
Japan は言わずと知れた「日本」のことですが、かのマルコ・ポーロが元の時
代に中国からヨーロッパに伝えた Chipangu が、この語の始まりだと言われてい
ます。その後、中国語の Jihpǔn がマレーの商人たちによってマラッカに伝えら
れ、マレー語の Jǎpung になり、現在の Japan の基になったと言われています。
Japan は、陸のシルクロード、海のシルクロードを通って広まったスケールの大
きな言葉です。
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