
皆様から「レポートに載っていた小学生の英語の解答を知りたい」というご要望が

ございました。問題の解答と解説を公開いたします。

●Ｑ１ 母） お兄ちゃんを起こして。

私） いいよ。

○Ａ１ Wake your brother up. 

All right. 

「そんな表現でいいのか！」と思った方、その思いこそが問題です。

「えー…これは依頼だから Can you とかWould you…いや待て、親が子供にそん

な丁寧な表現は使わないか」と、頭の中で文法がぐるぐる回ってしまったあなたは、

完全に『受験のための英語』に染まりきっています。

起こす → Wake up お兄ちゃん → your brother これだけ分かればOKです。

お兄ちゃん your brother などが入るときは、up はその後ろに来ます。

例） I’ll pick you up. 君を（クルマで）拾ってあげるよ。

動詞で始まる文章を【命令文】と中学で学びました。しかし【命令】よりも【依

頼】に近い使い方が多く、私たちはこれを【依頼文】と呼んでいます。

※Wake your brother up. ×起こしてこい！ ○起こしてきて！
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●Ｑ２ 母） セロリ食べちゃいなさい。

私） おなか一杯。

○Ａ２ Finish your celery. 

I’m full. 

難しく考え過ぎましたか？日本語に引っ張られないようにしましょう。Eat up～.

でもOKです。おなか一杯＝「私は満タン！｣。イメージの通りの表現です。

●Ｑ３ 私） 近くにコンビニはありますか？

○Ａ３ Are there any convenience stores near here? 

「～がある」は There is～. There are～. です。コンビニがいくつあるのか分から

ないので、複数形（There are～）を使います。答え方も同様、『ありますよ』の

場合は、Yes, there are.  『ありません』は No, there aren’t. でOKです。

●Ｑ４ 私） 天気はどう？

父） 曇りだよ。

○Ａ４ How is the weather? 

It’s cloudy. 

天気の主語には It’s を用います。 fine 晴れの rainy 雨の
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●Ｑ５ 私） 転んでひざをすりむいちゃった！

友達）痛い？

○Ａ５ I fell down and skinned my knee. 

Does it hurt? 

少し難しそうですが、「私は転びました。そして私はひざをすりむきました。』と

いえばOKです。skinの名詞は「皮膚・肌」ですが、動詞では「皮を剥く」です。

skin a tomato ＝トマトの皮を剥く

●Ｑ６ 私） この電車は東京に行きますか？

駅員）はい。

○Ａ６ Does this train go to Tokyo? 

Yes. 

「三人称単数現在の一般動詞形疑問文はDoesを使って、その時は三単現のsは付け

なくていいんだっけ？」などと考えると、一発で英語嫌いになります。使用頻度の

高い表現はそのまま覚えてしまいましょう。

●Ｑ７ 私） どれくらいピアノのレッスンがありますか？

○Ａ７ How often do you have your piano lessons?

頻度を尋ねるときは、How often を使えばOKです。Q３とは違い、この場合の「～

がある」は「どのくらいピアノのレッスンをあなたは持っていますか？」という意

味です。



4

●Ｑ８ 私） 今日は何月何日？

友達） 12月5日だよ。

○Ａ８ What is the date today? 

It’s December fifth. 

何月何日は、今日の日付は何？という聞き方をします。What day of the month is 

it today? でもOKです。 但し What day is today? と言うと、今日は何曜日？

となります。

●Ｑ９ 私） 痛い！ドアに頭をぶつけちゃった。

母） 大丈夫？ 見せてみて。

○Ａ９ Ouch! I hit my head against the door.

Are you all right? Let me see it. 

日本語はよく主語を省略しますが、英語での主語は重要です。ドアに頭をぶつけた

のは誰か？に注目しましょう。

●Ｑ10 私）僕は週末、遅くに寝ます。 僕はふだん、よく眠ります。

○Ａ10 I go to bed late on the weekend. I usually sleep well. 

「寝る」と「眠る」に注目です。日本語では「寝る」と「眠る」を混同しがちです

が、英語は「寝る」が go to bed 「眠る」はsleep です。同様に「目覚める」と

「起きる」も異なり、「目覚める」は wake up 「起きる」はget upです。

Ｑ１「お兄ちゃんを起こしてきて」は、「お兄ちゃんの体を起こしてきて」ではな

く、「お兄ちゃんの目を覚ましてきて」です。
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小学生の英語問題、いかがでしたか？答えを見てしまえば「な～んだ」と思う方も

多いようですが、その「な～んだ」が言えないことが問題です。小学3年生から英

語を学び、英語が話せることが当たり前の時代が到来します。あなたも効率的に英

語を身につけてしまったほうが将来は安泰かもしれません。

■PR

なぜ御園博士開発の【30日間英語脳育成プログラム】で学んだ方々は、

1）短期間で

2）効率よく

3）効果を実感しながら、英語を身につけられるのでしょうか？

それは「正しい練習法で、大事なことだけを集中して練習する」からです。

では【30日間英語脳育成プログラム】の受講者からは、どのようなメッセージが届

いているのでしょうか？

■今では完璧に相手の英語を英語のまま理解して返答できます。

野村 克巳 様 会社員 <東京都>

英会話スクールに通っているのに上達しない日々。そこで出会ったのがこの

30日間英語脳育成プログラムでした。価格も安いので、疑いの気持ちから始

めましたが、もやもやした感じから開放されたのです。成果を感じ、今では

完璧に相手の英語を英語のまま理解し、英語で返答できる自分がいます。

■突破口の見つからない英語学習者にお勧めです。

河村 和浩 様 会社員 <香川県>

不思議なもので何度か聞くうちに聞き取れるようになってきます。効果を実

感したのは、空港で外国人ビジネスマン２人の会話が分かってしまったこと。

また映画も聞き取れてくるのが不思議です。突破口の見つからない学習者に

お勧めです。30日間これだけに取り組めばきっとその先が見えてきますよ。
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■安さから来る不安をよそに自然に身につく不思議！

服部 達也 様 会社員 <茨城県>

英会話スクールに通ってみようかと悩んでいたところ、この教材を知り、有

無を言わずに即申し込んでいました。「安いし大丈夫だろうか？」と言う不

安に駆られましたが、いざ練習を始め何度も繰り返して音声を聞いてみると、

自然に英語が身につく不思議さ！！ 毎日通勤時間を利用して聞いています。

■ネイティブとの距離を一気に縮めてくれる実感

田中 武様 ＜神奈川県＞ 会計事務所経営

この教材は実際の会話をベースに例文を構成したと知りさっそく挑戦。予想

どおり「私自身の日常会話」が英語でちりばめられていました。何気ない日

常用語は、ネイティブとの距離を一気に縮めてくれます。職場でのネイティ

ブとのコミュニケーションが楽しくなってきたことだけは確かです。

これらたくさんのメールは、あなたと同じ英語で苦労してきた方たちから寄せられ

た声です。

英語は 1）短期間で

2）効率よく

3）効果を実感しながら身につける！

あなたも言語学博士開発の効果的な上達法で、今度こそ英語を身につけてください。

こちらからご案内中です。

https://iq-strategy.com/contents/apply/

