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■phrasal verbs の意味を感覚的に捉えてみましょう。 
 
1. Get rid of: make somebody or something burdensome unpleasant or unnecessary 
go away 
もう着ない洋服や履けない靴を get rid of してサッパリ。 
私は先週、なかなか治らない風邪に嫌気がさして"I have to get rid of this cold!" と叫
びました。 
…イメージわきましたか？ 
 
2. Take turns: if two or more people take turns to do something, or in British English, 
take it in turns to do something, they do it one after the other several times, rather 
than doing it together.  
飛行機の操縦士と副操縦士は、操縦を take turns します。 
マグロ漁船の皿洗いは、若い人たちが take turns でやっているようです。 
…イメージわきましたか？ 
 
3. Wear out: use something heavily for a long time until it is no longer useful.  
靴は同じものを毎日続けて履くと、wear out するのが早いみたいですね。 
私は外付けキーボードを使っていますが、入力分量が多いのでほぼ１年で wear out 
しちゃいます。 
（無地のキーボードというのもなかなかシュール） 
 
4. Throw away: discard something or get rid of something no longer wanted.  
上の説明文に、get rid of という説明がありますね。こうやって、同じことでも違う
言い回しがあるん 
だな、と関連づけられると覚えやすいですね。 
 
なんだか大柴ルーみたいですけれど… 
スピードを要求される会話の場合、異国の言葉で訳した一言よりも、「なんとなく

こういうもの」というイメージで覚えていた方が、実際に言葉として使いやすいの

です。 
 
英語を日本語に翻訳する…という作業は、学校英語、試験英語では欠かせませんが、 
どんどん話が進んで行ってしまう実際の会話の中では、二つの言語を行ったり来た

りするのはかなりの重荷です。 
 
通訳や翻訳をするのでない限り、翻訳癖を get rid of する練習、と思ってみて、でき
るだけ英語で理解する…最初はそれも負担が大きいと感じることもありましょうか

ら、その時は大柴ルー方式でイメージで覚えて行く、と言う方法をぜひ試してみて

ください(^^) 
 
知らなかった言葉が映像になったり絵柄になったり、イメージとして定着すると、

それは使える言葉、として会話を支えてくれます。
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■長い英文は細切れにしてチャレンジ！ 
 
Jim is living an easy life. He takes turns with his brothers going on hunts and 
managing the family business. He likes to hunt. In fact, he wants to hunt until he 
wears out his shoes. Then he『ill throw them away, get new ones, and hunt some 
more. There is only one problem: his brothers think he is lazy and spoiled. In fact, 
they want to get rid of him. He has to be careful every time he goes hunting. 
 
 
 
Jim is living an easy life.  
 
He takes turns with his brothers going on hunts and managing the family business.  
 
He likes to hunt.  
 
In fact, he wants to hunt until he wears out his shoes.  
 
Then he will throw them away, get new ones, and hunt some more.  
 
There is only one problem: his brothers think he is lazy and spoiled.  
 
In fact, they want to get rid of him.  
 
He has to be careful every time he goes hunting. 
 
 
 
 
 
Jim is living an easy life.  
 
He takes turns with his brothers  going on hunts   and managing the family business.  
 
He likes to hunt.  
 
In fact,  he wants to hunt   until he wears out his shoes.  
 
Then he will throw them away,  get new ones, and hunt some more.  
 
There is only one problem:  his brothers think he is lazy and spoiled.  
 
In fact, they want to get rid of him.  
 
He has to be careful  every time he goes hunting. 
 
 

楽しく英会話の練習をしていただけますように。オンラインで楽しく英会話・管理人うろこ 

息継ぎのところ

に、斜線をいれ

ました 

一文ごとに離

してみると、 
ダイブ楽に。 

取り掛かる気になれな

いと思ったら、文章を

加工しましょう 
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