テレビ学習メモ

第 10 回

誰が？ 何を？
〜 WH で始まる一般動詞の疑問文〜
学習のポイント

英語監修・執筆

鳥飼慎一郎

what を使って「何を」が質問できる
■コミュニケーション
コミュニケーションでは、メッセージを伝えたり、物事を説明したりするだけでなく、何かの拍
子に、ちょっとしたやり取りをすることがあります。
今回学習する Here you are. あるいは Here you go. はそのようなときの表現です。相手に物
を手渡しするときに、黙って渡してもいいのですが、このような表現を一言添えると親しみが増し
▼

たり、人間関係が円滑になる良いきっかけになります。
相手からこのように言われて物を渡してもらったら、
Thank you. と返せばいいでしょう。コミュ
ニケーションとは面白いもので、このような何でもないやり取りが気持ちの面で効果を発揮します。
ぜひ使ってみてください。
■単語や表現
What do you have in your hands?
「手に何を持っているのですか」と質問している表現です。ここで使われている have は「所
有している」という意味ですが、場所などを表す表現を伴ってよく使われます。単に、What do
you have? だけですと、質問の意味があまりにも一般的で、あいまいもことした尋ね方になるよ
うです。この後で、in your hands を付け加えることで、「手に何を所有しているのですか → 手
に何を持っているの」というより具体的な意味の質問になります。
【使い方】 Do you have some money on/with you?
※今所持金があるかどうかを聞いている
What do you have in your pocket?
※ポケットに何を持っているのかを聞いている
We have a lot of plants in our house.
※家にたくさんの植物を持っている → 家にはたくさんの植物がある
What do you have in mind?
※頭の中に何を持っているのか → 何を考えているのかを聞いている

− 28 −

高校講座・学習メモ

ベーシック英語

10 誰が？ 何を？

who を使って「誰が」が質問できる
■英語の決まり
I want the cheesecake.
「私はチーズケーキが欲しい」という意味の文ですが、もしも誰がチーズケーキを欲しいのかが
分からない場合には、I の部分が以下のように空白になります。
( ？ ) want the cheesecake.
この「誰が」に当たる部分を聞くのが who です。（

）の中に who を入れて質問の文にすれば、

誰がの部分を聞く質問文が出来上がります。who を使った質問の文は動作を表す語の最後に -s を
付けます。
Who wants the cheesecake?
who は is や are や am を使った文でも使えることは既に学習しました。
例えば、
Mr Sato is our new PE teacher.
という文があったとしましょう。この文の、Mr Satoの部分が分からず、「誰が私たちの新しい体
育の先生ですか」と質問したい場合には、Mr Satoの部分をwhoに置き換えて、
Who is our new PE teacher?
と聞けばいいのです。

（※PE = physical education：体育）

▼

【使い方】 Who likes tennis?

（誰がテニスが好きなのですか？）

Who studies French?

（誰がフランス語を習っているのですか？）

Who knows the answer?

（誰が答えを知っているのですか？）

Who is Ms Harata? Is she the new head teacher?
（原田先生って誰？

新しい校長先生なの？）

もしも、私が何が欲しいのか相手の人がわからなければ、今度は上記例文の cheesecake の部
分が空白になります。
I want ( ? ).
is、are、am 以外の動作を表す語が使われている文を質問の文に変えるときには、do を使いま
すので、以下の文が出来上がります。
Do you want what?
英語では、who や what のような語は質問の文の先頭に持って行きますので、
What do you want?
という質問の文が出来上がります。
この what は、is や are や am を使った文でも使えることは既に学習しました。
例えば、相手に好きなスポーツを質問するには、
What is your favorite sport? （あなたの好きなスポーツはなんですか？）
と聞けばいいでしょう。こう聞かれたら、
My favorite sport is golf. （私の好きなスポーツはゴルフです）
と答えればいいのです。
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この what を使うと、いろいろなことを質問できます。
【使い方】 What do you eat for breakfast?

（朝ごはんに何を食べますか？）

What do you drink in the morning? （朝何を飲みますか？）
What does your father do?

（あなたのお父さんの仕事は何ですか？）

What does Hinaʼs mother cook for her bento?
（日梨のお母さんは日梨の弁当に何を作りますか？）
What is your opinion about this problem?

▼

column

（この問題に対する君の意見は何ですか？）

アルファベットと発音 ⑩

R r

口を開け、舌を立てるようにして奥に引きながら声を出
して発音します。その時に決して舌先をどこにも付けませ
ん。そのように発音すると、口の中で音がこもったような柔らかい音が出
ます。これがアールの音です。日本語のラリルレロの音は、舌先を上の歯茎にはじ
くようにして打ち付けて出す音で、英語のエルの音ともアールの音とも違った音で
す。Run や red を発音するときは、最初に軽く「ウ」を発音するようにしてから、
舌を立て奥に引くとうまく発音できます。
（ウ）ラン、
（ウ）レッドといった感じです。

S s

エスと発音します。
Sunday の S も、
seven の s も、日本語の「サスセソ」
（シ
は除く）の各音の最初に発音する音と同じです。上と下の歯
の間から出します。
Sunday とは、ギリシャ語で「太陽の日」という意味です。それを英語で同じよ
うに言ったものです。人間が一度に認識できるのは７つまでだと言われています。
Seven Wonders of the World（世界の７不思議）、seven seas（７つの海）な
どと７にまつわる物事が多いのもそれに関係しているのかもしれません。
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