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Listeningを上達するためのレッスン：動画で学ぶコツ 

 

英語を聞き取れるようになるためには、 
ネイティブの会話のスピードと発音に慣れることです。 

レッスンの目的： 

１スピードに慣れる 

２発音に慣れる 

３英単語を増やす 

動画を観て英語に慣れましょう！ 

 

まずは、ご用意した動画を一度観ていただき、どんな流れかを知っ

ていただきます。 
その後、再度観ながら、分からない単語やフレーズがあれば、 
単語・フレーズ集を観て、 
ストーリー内の会話の意味を理解していきましょう！ 
 
その前に、ストーリー内で使われているフレーズを 
使った「レッスン１と２」をやってみてくださいね！ 
 

上記に述べた「レッスンの３つ目的」を理解しながら、 

動画を楽しんでください。 
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英語のリスニングを上達する Listening Youtube 

 
今回の動画は: 
アメリカの TVシリーズ：【Friends】のショートエピソード。 
【Chandler’s Allergy】 
（チャンドラーのアレルギー） 
https://www.youtube.com/watch?v=zZjGTe9tmp8 
 
 
まずは動画を観る前に、こちらの単語とフレーズを学びましょう！ 
レッスン１ 
単語は動画に出てくる単語です。 
分からない単語は、５ページ目の「単語集」を使ってください。 
 
レッスン２ 
フレーズを覚えるのですが、こちらも、ストーリー内で使われる一

言フレーズです。 
こちらも同じように、ページ 6〜10 の「一言フレーズ・文章集」を
使ってください。 
 
回答はページ１１〜１２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MochanTVのペラペラ英会話 

2015 @All Rights Reserved by Lifetime Chance Japan MochanTV 3 

ストーリー内の英単語を覚えましょう	 レッスン１ 

英語の単語の意味を考えましょう： 
 
１）take a walk   =  ________________________ 
 
２）Hang out     =  ________________________ 
 
３）Feeding      =  ________________________ 
 
４）Stuffing      =  ________________________ 
 
５）Lick         =  ________________________ 
 
６）bark         =  ________________________ 
 
７）cough       =  ________________________ 
 
８）Hurt         =  ________________________ 
 
９）Sneak       =  ________________________ 
 
１０） Smart    =  ________________________ 
 
１１） Upset    =  _________________________ 
 
１２）Ridiculous =  __________________________ 
 
１３）Details  =  ___________________________ 
 
１４）Roof   =   ____________________________ 
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ストーリー内の一言フレーズ覚えましょう：レッスン２ 

英語を日本語に訳してください： 
 
１）Open up 

 
____________________________ 
２）Did you hear that? 
 
____________________________ 
３）What’s the matter? 
 
____________________________ 
４）Wash your hands. 
 
____________________________ 
５）That won’t work. 
 
____________________________ 
６）Don’t do it!  
 
____________________________ 
７）I have to!  
 
____________________________ 
８）It’s time!   
 
____________________________ 
９）I told you! 
 
____________________________ 
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リスニング強化１：動画に出てくる単語集： 

take a walk    = 散歩 
Hang out      = 遊ぶ、出入りする 
Old pumpkin   = 古いかぼちゃ 
Feeding       = 餌をあたえる。 
Stuffing      = 無理やり突っ込む 
Licking       = 舐める 
Barking      = 吠えている 
Coughing     = 咳き込んでいる 
Throat       = のど 
Close up     = 閉まる 
That’s odd   = 不思議ね 
Needy       = 欲しがる 
Jumpy       = 跳ねる 
Puppy       =子犬 
Hurt        =痛む 
Treat       =ご褒美 
Probably    =きっと 
Sneak       = 忍ばせる 
Smart      = 賢い 
Upset      = 悲しむ 
Whole      = 全て、全体 
Why not?   = なぜ？ 
Ridiculous   = ありえない 
Look       =見る、てか見て、 
One day    = ある日 
Few       = 少し 
Details    = 内容 
Gerbil     = アレチネズミ（砂漠に住むネズミ） 
Roof      = 屋根 
Miracle   = 奇跡 
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使われている一言フレーズと文章： 

 

why is your bag moving?（なぜバッグが動いているの？） 
 
What the hell’s in there? （何が入っているんだ？） 
 
It’s just my knittings	 （私の編み物だよ。） 
 
I knit this.  （私が編んだのよ。） 
 
I am very good （とても上手だから） 
 
How come we don’t hang out her more often? 
（どうして、もっとここで、遊ばないの？） 
 
Maybe because it smells weird. 
（なぜなら、少し変な匂いがするからじゃん。） 
 
That’s my pie（私が作ったパイ） 
 
We left Joey alone with the food. 
（食べ物を置いたままジョウイー一人にしちゃった。） 
 
Feeding, stuffing to a dog. 
（犬に餌をあたえている、いや、無理やり犬の口に突っ込んでいる。） 
 
Licking Rachel’s hand. （レイチェルの手を舐めている。） 
 
How are they doing this?  （どうやっているの？） 
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That dog left.  （あの犬はいなくなったよ。） 
 
Open up（開けな） 
 
Watching it for a friend who went out of the town. 
（遠出している友達のために面倒を見てるの。） 
 
May I please stay with you nice people. 
（やさしい人たちと一緒に過ごして良いですか？） 
 
Extremely allergic=（とても強いアレルギーを持っている。） 
 
If I’m anywhere near a dog for more than five minutes. 
（もし５分以上犬と一緒に過ごしたら、僕のノドが開かない状態に

なる。） 
 
Without a reaction（反応がない） 
 
Maybe, you’re not allergic to this dog. 
（あなたはこの犬に対してアレルギーを感じないのかも。） 
 
It’s still has to go right? 
（でも、やっぱりそれを追い出さないとダメでしょ？） 
 
Don’t do it! （やるな！） 
 
I have to! （やらないと！） 
 
It’s time!  （もう時間） 
 
I hate dogs （犬が嫌い！） 
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Told you! （言ったでしょ！） 
 
you can’t tell what they are thinking  
（何を考えているか分からない） 
 
Scares me a little bit. （ちょっと怖い） 
 
She just ate a treat out of my hand.  
（今、ご褒美を僕の手から食べたよ。） 
 
You are new. （君は新人） 
 
I told you, never tell anyone about this dog thing. 
（誰にも犬について話すなって言っただろ！） 
 
It’s like Ross not liking ice cream 
（ロスがアイスクリームを好きじゃないのと同じ） 
 
It’s too cold.  （冷た過ぎる！） 
 
Uncomfortable （心地よくない） 
 
Hurts my teeth  （歯を痛める） 
 
I don’t think I can be around that dog anymore, okey? 
（もうあの犬の近くにいれないよ。わかった？） 
 
Either the dog goes or I go. 
（犬が出ていくか僕が出て行くか、どっちか。） 
 
We’ll be back in a minute. 
（すぐに戻ってくるよ。） 
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Please don’t leave me. I’ll be lonely. 
（置いて行かないで。寂しくなるよ。） 
 
We can be strong. （強くなろうよ。） 
 
Did you hear that? （聞こえた。） 
 
She said Monica. （モニカって呼ばれた。） 
 
I can’t leave her.	 （彼女をおいていけないよ。） 
 
We can sneak the dog back and Chandler wouldn’t even know. 
（犬を隠して戻れば、チャンドラーは気付かないよ。） 
 
That won’t work.  （うまく行かないよ。） 
 
But you kind of knew that something was going on, didn’t you? 
（でも、何かあると、なんとなく分かっていたでしょ？	 ） 
 
Wash your hands.	 （手を洗って。） 
 
How did you know? （なぜ分かったの？） 
 
What’s she doing back here? 
（なぜ彼女が戻って来たの？） 
 
She doesn’t want to see you right now. 
（今、君を見たくないようだよ。） 
Because you sent away the dog. 
（なぜなら、君が犬を追い出したから。） 
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When Monica and I were kids, we had a dog named Rover. 
（モニカと僕が子供のころ、ローバーとゆう名前の犬がいた。） 
 
And one day, my dad decides he doesn’t like dogs. 
（ある日、お父さんが犬が嫌いと決めたから。） 
 
This is just like that. 
（これは、それとまったく同じ。） 
 
Only with a few details changed. 
（内容がほんの少し変わっている。） 
 
What’s the matter? 
（どうしたんだ？） 
 
Bring the dog back. 
（犬を持って帰ってきたら。） 
 
What if it attacks me? 
（襲って来たらどうしよう？） 
 
Look who is back. 
（見て帰ってきたよ！） 
 
He went over to Ross to bring the dog back here. 
（犬を連れて帰ってくるために、ロスの家に行ったよ。） 
 
I left the door open, and she must have gotten out. 
（ドアを開けたままにしていたら、逃げてしまったかも。） 
Ease the pain =（痛みを和らげる） 
 
She came back all by herself. =（彼女、一人で帰ってきた。） 
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回答 

単語を覚えましょう： 

１）take a walk   =  _______散歩_______________ 
 
２）Hang out     =  _______遊ぶ、出入りする____ 
 
３）Feeding      =  _______餌や食べ物を与える___ 
 
４）Stuffing      =  _________詰め込む____________ 
 
５）Lick         =  __________舐める_____________ 
 
６）bark         =  _________吠える______________ 
 
７）cough       =  ___________咳き込む___________ 
 
８）Hurt         =  _________痛い、痛める_______ 
 
９）Sneak       =  ___________忍び込む__________ 
 
１０） Smart    =  ___________賢い_____________ 
 
１１） Upset    =  ____________悲しむ___________ 
 
１２）Ridiculous =  __________ありえない___________ 
 
１３）Details  =  _____________内容______________ 
 
１４）Roof   =   _____________屋根_______________ 
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回答 

一言フレーズ： 

２）Open up 
 

_______（ドア）_開けて___________________ 
２）Did you hear that? 
 
_________聞こえた？___________________ 
３）What’s the matter? 
 
_________どうしたの？__________________ 
９）Wash your hands. 
 
________手を洗って____________________ 
１０） That won’t work. 
 
________それは上手く行かない___________ 
１１） Don’t do it!  
 
________やるな！_________________ 
１２） I have to!  
 
_________やらないといけない！______ ___ 
１３） It’s time!   
 
_________もう時間だ！_________________ 
９）I told you! 
 
________言ったよ！____________________ 
 


