テレビ学習メモ

第 19 回

行動を詳しく伝えたい !
〜 ing 形を使った面白い表現〜
学習のポイント
◦～するのが好きだ、嫌いだと言える
英語監修・執筆

◦enjoy, try, mind, go, standとingを付けた語を組

鳥飼慎一郎

み合わせていろいろな表現ができる

～するのが好きだ、嫌いだと言える
enjoy, try, mind, go, stand と ing を付けた語を
組み合わせていろいろな表現ができる
■コミュニケーション
「野球が好き」と言っても、「野球をやるのが好き」なのでしょうか、それとも「野球を見るのが
▼

好き」なのでしょうか。このように物事をもう少し具体的に言う場合に便利なのがingを付けた語
です。
I like baseball. （野球が好きです）
I like playing baseball. （野球をするのが好きです）
I like watching baseball. （野球を見るのが好きです）
また、
「写真が好き」
「写真を撮るのが好き」「写真を見るのが好き」も、like と ing を付けた語
を組み合わせると、はっきりと区別して表現することができます。
You like pictures. （写真が好きです）
You like taking pictures. （写真を撮るのが好きです）
You like looking at pictures. （写真を見るのが好きです）
英語ではまず「好きだ」と言っておき、その後に好きなことを言うわけですが、好きなことが
baseall（野球）ならばそれを続けますが、play baseball（野球をする）ことであれば、playに
ingを付けて続けます。以上のことをまとまると、以下のようになます。
I like ＋ baseball

I like baseball.

I like ＋ play baseball

I like playing baseball.

You like ＋ pictures

You like pictures.

You like ＋ take pictures

You like taking pictures.
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■単語や表現
mind
この語は「気にする、いやに思う」という意味の語ですが、普通は打ち消しの文の中で使わ
れ、「気にしない、いやに思わない、かまわない」という意味で使われます。番組では、亮が、
Can you help me?（私を手伝うことができますか → 手伝ってくれますか）と言ったのに対して、
フィリップが、I donʼt mind helping you.と、この表現を使っています。
I donʼt mindで、「私は気にしない、かまいません」という意味ですが、会話では「いいです
よ」と相手のお願いなどを聞き入れるときに使います。何をOKしたのかと言えば、help you（相
手を手伝う）ことです。これも以下のように組み合わせて考えることができます。
I donʼt mind ＋ help you

I donʼt mind helping you.

stand
この語は「立ち上がる」という意味で使われることが多いのですが、cannotやcanʼtと一緒に使
われると、「我慢できない、耐えられない」という意味になります。番組では、ダンスパーティー
でさんざん亮に足を踏まれた日梨が怒って、I cannot stand dancing with Ryo.と言います。こ
の文も以下のような組み合わせからできています。
I cannot stand ＋ dance with Ryo.

I cannot stand dancing with Ryo.

英語では、まず最初に、I like、I enjoy、I hate、I dislike、I try、I donʼt mind、I canʼt
▼

standと言い、何をすることにそう感じているのかをその後に表現します。日本語は反対で「〜す
るのが好き」「〜するのが嫌い」など、まず何かすることを言い、それに対してどう思っているの
かをその後で表現します。
I like

好き

I enjoy

楽しい

I hate

嫌い

I dislike

＋ dancing with Ryo.

亮とダンスをするのが（を、は）＋ 嫌い

I try

試みる

I donʼt mind

構わない

I canʼt stand

我慢できない

go
この語は「〜へ行く」という意味でよく使われますが、ingを付けた語と組み合わされると何か
楽しいことをしに行くと言いう意味になる面白い語です。
Letʼs go shopping at the new mall.

（新しいショッピングモールに買い物に行こう）

I want to go swimming in the sea.

（海に泳ぎに行きたい）

We went sightseeing in Kyoto last fall. （昨年の秋に京都に観光に行きました）
Did you go skiing last weekend?

（先週末スキーに行きましたか）

People go walking every evening.

（人々は夕方散歩に出かけます）

I will go camping with my family.

（家族と一緒にキャンプに行きます）
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単語を発音してみよう ④

pr

ピーとアールを続けて発音します。真ん中にウの音が入らな
いようにしましょう。唇を閉じた後、一気に開いて息を出した
直後に、口の中で舌を立てて、どこにも舌先がつかないように
引っ込めて発音します。
price は、プライまで一気に発音するとよいでしょう。その
後で、スをそっと付け加えるようにします。print も、プリンまで一気に発音し、
その後に t の音を受け加えるようにします。

br

ビーとアールを続けて発音します。発音の仕方のコツは pr とほぼ同じです。真
ん中にウが入らないように、b を発音した直後に r の発音を始めます。
bridge も、ブリィまで一息に言い、その後にジを付け加え
るように発音します。bright も同様に、ブライまで一気に発
音し、t の音を後でそっと付け加えるように発音するとよいで
▼

しょう。
この gh は、eight や high の gh と同じように、発音はしま
せんので注意しましょう。
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