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感情を表す動詞（感情表現動詞）の使い方にはある特徴があります。それらの動詞を使っ
て自分の感情を伝える時は、受動態（受け身形）の文章で表現します。次のページの表に
その感情表現動詞を列記します。もちろんこれが全てではありませんがビジネスでの会話
には十分な量だと思います。 

例えば１番馴染みのある言葉、30番目の動詞  “surprise” を例にご説明します。 
“surprise” は本来『驚かせる』『びっくりさせる』という意味を持つ他動詞（他の人や物
に影響を及ぼす動作を表す動詞）であって、自分自身や、誰かが『驚く』『びっくりする』
の意味は持っていません。なので、自分が驚いた・・・と表現するには受動態（受身形）
で “I am surprised” （直訳すると「私は驚かされた」）と表現します。 
つまり『驚く』の意味を持つ英単語はないので、『驚かせる』“surprise” を受動態の形 
[be + 動詞の過去分詞] にして『驚く』を表現しているのです。 

次ページの「感情表現動詞一覧」に列記している感情を表現する動詞の多くはこの 
“surprise” と同じように他動詞（他の人・物に影響を及ぼす動詞）の意味しか持っていま
せんので、自分の感情を伝える時は、受動態 [be + 動詞の過去分詞] を用いて表現します。 

次に、よく使用される前置詞についても触れておきます。例えば、『私達はそのニュースに
驚いている』など、そういう気持ちになった理由や、何に対してそういう気持ちなったか
を表現する時によく用いる前置詞を右端の列に表示しておきました。例文『私達はその
ニュースに驚いている』は、”We are surprised by (あるいは at) the news.” となります。 
表内の前置詞をざっと見てみると atとby が圧倒的に多いことにお気づきの事と思います。 
取り敢えず、迷ったりわからない時は by を使うと覚えておいても良いのではないでしょう
か。ただし、19番の interest（興味を持たせる）は、be interested in （～に興味を持
つ）のように必ず in を用いますのでこれだけは例外として覚えておいて下さい。 

最後に・・・上述で感情を表現する動詞を使って自分の感情を伝える時は、受動態（受け
身形）の文章で表現する - と言いましたが、この表内にもその例外があります。それが *印
の動詞です。これらの動詞は他動詞と自動詞の両方の意味を持っていて、受動態でも能動
態でも頻繁に感情の表現に使われます。例えば 35番の worry は『心配させる/困らせる』
の他動詞としての意味と『心配する/困る』の自動詞としての意味の両方を持っていまの
で、「私はあなたの事が心配です」と自分の感情を伝える時は、 “I worry about you.” の
ように能動態でもよく使われています。 
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感情表現動詞一覧
# 動詞 意味(感情表現) 受動態での表現 前置詞
1 amaze 感心させる/驚嘆させる be amazed at/by
2 annoy イライラさせる/ムッとさせる be annoyed at/by
3 astonish (ひどく)びっくりさせる be astonished at/by
4 bore 退屈させる/うんざりさせる be bored by/with
5 concern 心配させる be concerned about/by/for
6 confuse 困惑させる be confused about/at/by/with
7 delight 大いに喜ばせる be delighted about/at/by/with
8 depress 落ち込ませる/落胆させる be depressed about/by
9 disappoint 失望させる/期待を裏切る be disappointed at/by/with
10 disgust 気分を悪く/がっかりさせる be disgusted at/by
11 embarrass 恥ずかしい思いをさせる be embarrassed about/by
12 excite 興奮させる/活性化させる be excited about/at
13 encourage 勇気づける/促す be encouraged by
14 frighten 怖がらせる be frightened at/by/of
15 frustrate イライラさせる be frustrated at/by
16 horrify ゾッとさせる/恐がらせる be horrified at/by
17 impress 感動させる/好印象を与える be impressed at/by/with
18 insult  バカにする be insulted by
19 interest 興味を持たせる be interested in
20 irritate イライラさせる be irritated by
21 move 感動を与える be moved by
22 offend 気分を害する/怒らせる be offended at/by
23 overwhelm 精神的に打ちのめす/圧倒する be overwhelmed by
24 please 喜ばせる/満足させる be pleased at/by/with
25 relieve 和らげる/安心させる be relieved by/at

26 * relax リラックスさせる/緩める be relaxed by

27 satisfy 満足させる/希望をかなえる be satisfied by/with
28 scare 怖がらせる/驚かせる be scared by
29 shock ショックを与える be shocked at/by
30 surprise 驚かせる be surprised at/by
31 terrify 怖がらせる/恐怖に陥れる be terrified at/by
32 thrill ワクワクさせる/ゾクゾクさせる be thrilled at/by
33 tire 疲れさせる be tired of
34 touch 感動させる be touched by

35 * worry 困らせる be worried about/by
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