


LESSON 10   PUT の世界 

いろいろな PUT の状況  

TASK：以下は put が使われる状況を表しています。英文の意味を思い浮かべながら、3 回

音読をしましょう。

PUT

置く；

添える

つける

ある状態
にする

記入す
る

言い表
す；翻訳
する

課す
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●置く；添える   Don't put your dirty shoes on the bed!（あなたの汚い靴をベッドの上に置

かないで！）

●つける   She is putting a ribbon in her hair.（彼女の髪にリボンをつけようとしている。）

●課す   The public is putting a lot of pressure on politicians to be accountable.（世論は

説明責任を持つよう政治家に多大の圧力をかけている。）

●ある状態にする   I didn’t put you in this mess.（君をこんな目にあわせたのはぼくじゃない

よ。）

●記入する   Put a circle next to the correct letter.（正しい文字の横に丸をつけなさい。）

●言い表す；翻訳する   He put a Japanese haiku into English.（彼は日本の俳句を英語に翻

訳した。）

コアで理解

TASK：put が使われる用例の背後には次のようなコアイメージが働いています。解説を読

みながらコアをしっかり理解してください。

《何かを移動させて、あるところに位置させる》

解説：

何かを位置させる場所に関する情報が必要となる。何をどこに位置させるかで意味が異な

り、put a letter into an envelop なら「手紙を封筒に入れる」、put a pan on the fire なら

「フライパンを火にかける」、put a 100 yen stamp on the envelop なら「封筒に 200 円

切手を貼る」、put some dishwashing liquid on a sponge なら「スポンジに洗剤をつけ

る」など状況によって日本語訳は異なる。put a Japanese expression into English では、

ある表現を別の言語に位置づけることから「置き換える、翻訳する」の意味。
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絵でスッキリ

TASK：put のコアイメージを意識しながら、例文を３回以上音読してください。同じイメ

ージが異なった状況で使われていることに注目してください。

1. Put your umbrella into the stand.

文字通り、傘を傘立てに put する。

2. She is putting a ribbon in Jane’s hair.

彼女の髪にリボンをつけようとしている

3. We should put more pressure on him to
be responsible.

負荷をかけている感じ。
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4. She likes to put soy sauce on her big bowl
of white rice.

ご飯に醤油をかけている様子を put で表現。

5. To answer these questions, put a circle
around the correct answer.

正しい文字の横に丸をつけなさい。

6. He is a translator. He’s putting Japanese
haikus into English.

日本の俳句を英語に置き換えている。

7. I read a very touching story. But I cannot
put my feelings about it into words.

感情を言葉の中に put できない。
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スキットでエクササイズ

TASK：ペアで対話をしながら、put の使い方を自分のものにしよう。 

(1) カジノでお金を賭けている状況

A: I’m going to put all the money on number 80. 

B: I guess that’s too risky. 

(2) 電話で繋いでほしい

A: Will you put me through to Dr. Brown? 

B: Sure. Hold on a second. 

(3) 花を花瓶に生ける

A: Ask her to put those flowers in the vase. 

B: I’m sure she will do it beautifully. She’s a trained instructor of 
ikebana. 

(4) 「湯たんぽ」とは何かを説明する

A: What is yutanpo? I’ve never heard of it. 

B: It’s just like a hot water bottle. You put hot water in a container and 
put it under the futon to keep you warm. 
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もっと PUT 

TASK：他にも put はいろいろな使われ方をします。以下はその例です。put のコアを意識

しながら、英文を読み、音読訓練をしましょう。

1. Let me put it this way.

じゃあこういう言い方にしましょう。

2. Put your hand under the tap.

蛇口の下に手をかざしなさい（水が出ます）。

3. Now is the time to put duty before pleasure.

今は遊びより仕事を優先すべきだ。

4. She put her hands over her eyes.

彼女は両手で目を覆った。

5. Put yellow and blue paint together to get green.

黄色と青色のペンキを一緒にすれば、緑色になるよ。

6. That’s where I put my keys.

あそこに鍵を置いたんだ。

7. Don’t put your kids at risk.

子供たちを危険にさらしてはダメだ。

8. What has put you in such a bad mood?

なんでそんなに機嫌が悪いの？
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