テレビ学習メモ

第 33 回

「なんで？」と聞きたい
〜 why を使った疑問文〜
学習のポイント
◦whyを使って「なんで」と質問できる
英語監修・執筆

鳥飼慎一郎

◦because〜を使って「〜だから」と答えられる

■コミュニケーション
世の中には疑問に思うことが多々あります。子どものころは無邪気に「なぜ空は青いの？」「な
ぜ雪は白いの？」などと親に聞いたものです。そのようなときに便利な語が、why です。この語
は why 一語でも使えます。例えば、誰かが、
Letʼs take a break. （休憩しようよ）
と提案したとしましょう。それに対してどうしてそうするのかわからないときに、ひと言、
▼

Why? （なぜ）
と聞けばよいのです。完全な文にして聞くのであれば、
Why do you want to take a break? （なぜ休憩を取りたいのですか？）
となるでしょう。そう聞かれた相手は、休憩したい理由を述べるわけですが、そのときの最も一般
的な答え方は、
Because I am tired. （疲れたから）
です。このように、Why…? Because… は理由を聞く表現とその理由を答える表現とがセットに
なった言い方といってよいでしょう。以下にこのWhy…? Because…のセットを使った例を挙げ
ておきましょう。
Why are you driving so fast? （なぜこんなにスピードを出すのですか？）
Because we will be late for the meeting. （会議に遅れそうだからです）
Why do you like okonomiyaki? （どうしてお好み焼きが好きなの？）
Because it is cheap and healthy. （安くて健康的だからさ）
Why did you choose Dr. Yamadaʼs class? （どうして山田先生の授業を選んだの？）
Because she is friendly to the students.（学生によくしてくれるから）

− 103 −

高校講座・学習メモ

ベーシック英語

33 「なんで？」と聞きたい

「なぜ」と聞かれて、そのわけを答える表現はほかにもあります。
Why did you come to Japan? （どうして日本に来たの？）
この質問に理由だけを端的に答えたかったら、「to ＋動詞の元の形」を使って、
To study Japanese anime culture. （日本のアニメ文化を勉強するため）
と、答えることもできます。このような「to＋動詞の元の形」は、原因や理由を表す用法です。
同じような使い方をいくつか紹介しておきましょう。
Why do you go to the supermarket in the evening? （なぜ夕方スーパーに行くの？）
To buy fresh vegetables at low prices. （新鮮な野菜を安く買うためよ）
Why did he stop taking a taxi? （どうしてタクシーに乗るのを止めたの？）
To save money. （お金を節約するためだよ）
Why are there a lot of people at the gate? （なぜ大勢の人が入り口に集まっているの？）
To get a look at popular pro baseball players.
（プロ野球の人気選手を一目見るためさ）
▼

■単語や表現
reason
英語で「理由」のことを reason といいます。この言葉は、ラテン語で「計算する、考える」と
いう意味でした。そのため、英語の reason にも「道理、理性、思考判断力、理屈」などという意
味があります。この語が動きを表す語として使われると、「論理的に思考する、推論する、議論す
る、理をもって説得する」などという意味になります。この語に ing を付けた reasoning は、
「推
論、論証、論法」という意味ですし、able を付けて reasonable と言うと「道理をわきまえた、
理性的な、もっともな、
（値段などが）手ごろな」という意味で使われます。reason は、もちろ
ん Why…? と聞かれたときの答えとしても使えます。
Why did you keep it secret? （どうしてそれを教えてくれなかったの？）
The reason is (that) I wanted to surprise you.
（その理由は、君を驚かせたかったんだよ）
Why did she decide to quit the swimming club? （なぜ彼女は水泳部をやめたの？）
The reason is (that) she is going abroad with her parents.
（理由は、両親と海外に行くことになったからです）
Well ...
日本語でも、
「どうして一緒に合宿に行かないの？」と聞かれて、「えーまぁーお金もないし…」
などと答えることもありますが、これと似たような英語での理由の答え方が、Well ... です。
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Why is your English so good? （どうして英語がそんなにうまいの？）
Well ... I just like English. （まー、英語が好きなだけなんだけど）
Why is my coﬀee cup cracked? （どうして私のコーヒーカップ、割れているの？）
Well ... I dropped it. Sorry. （うーん、僕が落っことしちゃったんだ、ごめん）
Why not?
英語の「なぜ？」と聞く表現には、Why? と Why not? の２種類があります。「どうしてそうす
るのですか？」と聞くときには、Why? を使います。「どうしてそうしないのですか？」と、しな
い理由を聞くときには、Why not? を使います。
I will sell my motorbike and buy a bicycle. （オートバイを売って自転車を買うんだ）
Why? （どうして？）
Because a bicycle is more ecofriendly. （自転車の方が環境にやさしいからさ）
I will not go to see a doctor. （医者になんか行かないよ）
Why not? （なんで行かないの？）
Because I do not want to wait for hours in the waiting room.
▼

（だって、待合室で何時間も待たされるのはごめんだからね）
この Why not? は、何か提案を受けて、それを快諾するときにもよく使われます。
「なぜそうしないであろうか、いやそうしないわけがない」という日本語でいう反語に似たおも
しろい会話表現です。
Letʼs have tea and cake. （お茶とケーキにしましょうよ）
Why not? （いいですね）
Do you want to have more roast beef? （もう少しローストビーフをいかがですか？）
Yes, why not? （はい、お願いします）
■英語のきまり
理由を聞かれて、because を使ったり、to ＋動詞の元の形を使ったりして答えるだけでなく、
最初から自分の発言にそのような理由を含めておくこともできます。
I will bring my camera because photography is my hobby.
（写真が趣味なのでカメラを持って行くね）
We should stop now because it is going to rain soon.
（もうすぐ雨が降るので、もう止めたほうがいい）
Because we are 20 minutes behind the schedule, we should start anyway.
（20 分予定よりも遅れているのだから、とにかく始めましょう）
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I go out for a jog for one hour every day to lose weight.
（やせるために毎日 1 時間ジョギングに行っています）
Hina visited Nara on a school trip to see Buddha images.
（日梨は修学旅行で仏像を見に奈良を訪ねた）
To open the front door, Ryo used a master key.
（亮は玄関のドアを開けるのにマスターキーを使った）

▼

− 106 −

高校講座・学習メモ

