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LESSON 1
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

1 come

このレストランにはよく来られるので Do you come to this restaurant いえ、今回初めて来ました。料理が No, this is my first time coming
すか。
とても美味しいので、また来たいです。to this restaurant. The food was
often?
very delicious, so I would like to
come again.

2 come

とてもお若く見えますね。失礼ですが、You look very young. If you
お幾つですか。
don't mind, may I ask your
age?

もうすぐ60歳になります。孫が二人 I'm almost 60. I have two
いて、今週末私に会いに来てくれま grandchildren, and they will
す。
come to visit me this weekend.

3 get

昨日、お買い物で何を買いましたか。What did you get when you
went shopping yesterday?

昨日、私は洋服屋さんに行って、
シャツとスカートを買いました。季節
が変わるときはバーゲンセールが多
いです。

4 get

5 going

Yesterday, I went to the
clothing store and got a shirt
and a skirt. There are many
bargain sales when the season
changes.
美容室にはどの程度の頻度で行き How often do you go to the
２か月に一度程度です。ちょうど昨日 Once in every two months. I just
ますか。
カットしました。カットしている間はい got a haircut yesterday. I
salon?
つも寝てしまいます。
always fall asleep while I'm
having a haircut.
日本ではパーティーは良く行います Do you have a lot of parties in いいえ。お客様を招くパーティは多く No, not really. There aren't so
か。
はありません、でも、明日、父の為に many parties inviting guests. But
Japan?
パーティーを開く予定です。
I'm going to throw a party for
my father tomorrow.

6 go

英会話を学ぶ目的は何ですか。

What is your purpose of
studying English?

7 have

今、読んでいる本はありますか。

Are you reading any books
now?

8 have

午後は何か予定がありますか。

Do you have any plans this
afternoon?

仕事や試験が目的ではありません。 It's not for business or exams. I
外国の人と愉しくお話がしたいと思っ just want to have fun talking
ています。何時かは海外に行きたい with people from foreign
です。
countries. I want to go abroad
someday.
テレビドラマでも放映されている人気 I'm reading a book about a
の侍の小説を読んでいます。その本 samurai which is broadcasted
は400ページ以上あるんですよ。
on TV. The book has more than
400 pages!
リラックスしたいのですが、買い物や I want to relax, but I have a
掃除などの予定がびっしり詰まって busy schedule packed with
います。
plans like shopping and
cleaning the house.
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LESSON 2
point
9 run

質問和文
お仕事は何ですか。

質問英文
What do you do for work?

10 run

英語の勉強は順調ですか。

Is your English studies going
smooth?

11 take

仕事や家事で忙しいと思いますが、 You must be busy with work
長期の休日は取れますか。
and housework, but can you
take long vacations?

12 take

健康のために注意している事はあり Is there anything you do for
ますか。
your health?

13 becom 東京でお薦めの観光スポットをご紹 What places do you
介ください。
e
recommend for sightseeing in
Tokyo?
14 bring

15 call

16 enjoy

17 find

回答和文
昨年、私は会社を退職しました。今
は小さなケーキ屋さんを経営してい
ます
はい、言葉を学ぶ事は簡単なことで
はありません、でも少しづつ上達して
います。すべて順調です

回答英文
I quit my office last year. Now, I
run a small cake shop.

Yes, learning a language isn't
easy. But everything is going
well./Everything is running
smoothly.
日本では３日間以上のお休みは年に In Japan, there are only about
４回程度しかありません。でも、来週、4 times a year that we get a
お休みを２日間取ります。
vacation of more than 3 days.
But I'll take 2 days off next
week.
食べるものに注意しています。あと、 I watch my diet. I also take a
毎朝散歩しています。ウォーキング walk every morning. Walking is
は健康にいいです。
good for your health.
最近では東京スカイツリーが人気の Recently, Tokyo Skytree has
観光スポットです。東京と京都は外 become a popular tourist spot.
国人観光客にとても人気です。
Tokyo and Kyoto are very
popular among foreign tourists.

毎年、フィリピンは自然災害が多いで Every year, there are many
す。日本でも大きな地震がありました natural disasters in the
ね。
Philippines. In Japan, there was
also a big earthquake.
何かペットは飼っていますか。
Do you have any pets?

東日本の大地震の事ですね。その地 That's The Great East Japan
震は大津波を引き起こしました。今 Earthquake. It brought a big
年は日本にも多くの台風が来ました。tidal wave. There were also
many typhoons this year.
小鳥と犬を飼っています。犬にはゴ I have a small bird and a dog. I
ローと名付けています。柴犬という日 call the dog Goro. He's a Shiba,
本特有の犬です。
a kind of dog particular to
Japan.
英語が上達したら何がしたいですか。What do you want to do when オリンピックが日本で開催されます。 The Olympics will be held in
その時に海外の人を沢山お話しした Japan. I want to talk a lot with
you've improved your English
いです。私は人生を愉しみたいので foreign people there. I want to
skills?
す
enjoy my life.
日本は気候が変わるので、服の種類 Climate changes often in
はい。でも、重ね着などの工夫をして Yes, but I try to dress in layers.
が増えますね。
Japan, so you need many kinds います。掘り出し物を見つけることも I'm good at finding good
得意です。
of clothes.
bargains.
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LESSON 3
point
18 grow

質問和文
日本とフィリピンは同じくらいの人口
だと思います。あなたの国の人口を
教えてください。

19 help

英文法を学ぶために何か教材をもっ Do you have any materials to はい、簡単な英文法書を持っていま Yes. I have a simple grammar
ていますか。
す。オンラインレッスンの復習に使っ book. I use it when I review for
study English grammar?
ています。それは非常に役に立ちま my online lessons. It helps a lot.
す。

20 keep

日本では新聞は自宅に配達される In Japan, are newspapers
のですか。
delivered to your home?

21 Know

日本のオタク文化は世界で人気で Japanese otaku culture is
オタク文化も音楽やアニメなど様々 There are many kinds of otaku
す。あなたもサブカルチャーに興味 popular all over the world. Are です。若い人の多くに定着していま cultures, like music and
がありますか？
す。私はあまり知りません。
you also interested in
animation. They have become
subcultures?
established among young
people. I don't know much
about it.

22 leave

日本はお財布を落としても戻ってく I hear that in Japan, even if
ると聞いています。信じられません。 you drop your wallet, you
世界一安全で親切な国ですね。
could get it back. I can't
believe it! Japan is the safest
and kindest country in the
world!

それは少し誇張されていますね。し Well, that's a little
かし、先日、電車に傘を忘れました exaggerated. But I left my
が、近くの駅に保管されていました。 umbrella in a train the other
day, and it was kept at the
nearby station.

23 Look

あなたのヘアスタイルはよく似合っ Your hair style looks nice on
ていますね。私の髪型はどうですか。you. How's mine?

ありがとうございます。今の髪型を Thank you. I like my hair style
気に入っています。あなたの髪型も now. Yours looks charming too.
チャーミングですね。

24 meet

海外のお友達はいますか。

質問英文

回答和文
The populations of Japan and １億2千万人です。日本は人口が減
the Philippines are about the 少し始めています。あなたの国は人
same. Can you tell me about 口が増加していますよね。
your country's population?

Do you have any friends
abroad?

回答英文
1 billion 2 thousand people. In
Japan, the population is
decreasing. In your country,
the population is growing, isn't
it?

配達は非常に減少しています。今は Delivery is decreasing greatly.
ネットが主流で最新のニュースを確 These days, we mainly use the
認することが容易になっています。 internet, so it's easier to keep
up with the latest news online.

はい。台湾のお友達がいて来週日 Yes. I have a friend in Taiwan,
本に来ます。空港まで出迎える予定 and he/she is coming to
です。
Japan next week. I'm going to
meet my friend at the airport.
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LESSON 4
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

25 Play

映画は好きですか。今、何を上映し Do you like movies? What's
ていますか。
playing at the movie
theater?/What's showing right
now?

26 say

今日の天気はどうですか。外出予定 How's the weather today? Do 今、曇っていますが、天気予報は晴 It's cloudy now, but the
はありますか。
you have any plans to go out? れと言っています。もし晴れなら買い weather forecast says it's sunny
物に出かけるつもりです。
today. If it is, I'm planning to go
shopping.

27 spend

余暇をどのように過ごしますか。自
宅で過ごす事が多いですか。

28 未来
意思

あなたは街と田舎、どちらが好きで Do you prefer the city or the
すか。
suburbs?

今は都会の便利さが好きです。そろ Now, I like the convenience of
そろ田舎に戻る予定です。のんびり the city. But I plan to go back
暮らす事が大切だと思うようになって to the suburbs soon. I'm starting
きました。
to think that it's important to
live free and easy.

29 名詞

日本には様々な信仰があると聞いて I hear that there are several
います。神様は沢山いるのですか。 beliefs in Japan. Are there
many Gods?

はい、様々な信仰に関する考えがあ Yes, there are many thoughts
ります。自然に神様が宿っていると about beliefs. There is one that
いう考え方もあります。
the God dwells in nature.

30 There

ご家族は何人ですか

How many people are there in 3人家族です。妻と25才の長女がい Three. I have a wife and a 25
ます。今は皆それぞれに働いていま year old daughter. They both
your family?
す。
have a job right now.

31 Can

昨夜見た夢を覚えていますか。

Can you remember what you
dreamed about last night?

How do you spend your free
time? Do you spend most of
your time at home?

はい、映画は好きです。スターウ
Yes, I like movies. Star Wars is
オーズです。このシリーズのこれま playing now. It is the most
で見た中で最も感動的な映画でした。impressing of all the series in
the movie that I've ever seen.

私は庭で野菜を作る事が趣味なの My hobby is to plant
で、余暇は自宅で過ごす事が多いで vegetables in my garden, so I
す。
often spend my free time at
home.

殆どありません。子供の頃は怖い夢 Hardly. When I was a child, I
を見て夜中に起きたこともありました used to wake up at midnight
が、今は熟睡です。
having scary dreams, but now,
I'm sound asleep.
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LESSON 5
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

32 形容詞

あなたにとって英会話は何が難しい What is difficult for you in
ですか
English conversation?

読み書きを中心に学びましたが話す I've learned English mainly
事は殆ど経験していません。書き言 through reading and writing,
葉と話言葉が時々異なることです。 but I've hardly had an
experience in speaking. It's that
written English is sometimes
different from spoken English.

33 形容詞

最近、あなたが凄く驚いた時は何時 When was the last time you
ですか。それは何故ですか
were really surprised? Why?

オリンピックで陸上のトラック競技で It was during the Olympics
日本人が優秀な成績を取った時で when a Japanese athlete in
す。日本人の若者の努力に感動しま track and field got an excellent
した。
record. I was moved by the
efforts of the young Japanese
athlete.

34 形容詞

オリンピックは見ましたか。

35 分詞形
容詞

あなたが行った最もスリリングなこと What is the most thrilling thing
は何ですか。
you have ever done?

一昨年、初めて一人で海外旅行に It was when I went on a trip
行きました。沢山失敗しましたが、多 abroad by myself the year
くの素晴らしい経験をしました。
before last. I made lots of
mistakes, but had a lot of
wonderful experiences.

36 比較

外食はよくしますか。日本の外食は Do you often eat out? I hear
とても高価だと聞いています。
that it's very expensive to eat
out in Japan.

いいえ。私は家族と自宅で食事する No, I don't. I like to eat at home
事が好きです。その方が落ち着きま with my family. It's more
すし、レストランより安いですので。 comfortable and cheaper
than at a restaurant.

37 比較

英語学習で若い頃に比べて苦労は When studying English, do you 記録することが困難です。若ければ It's difficult to memorize and
ありますか。
have difficulties more now than 若いほど学ぶ事は易しいとは思いま keep track. The younger you
す。苦労する事も愉しいと感じていま are, the easier it is to learn. But I
when you were young?
す。
enjoy the challenge.

Did you watch the Olympics?

ええ、とてもワクワクするイベントでし Yes, it was really exciting. / I
た。特に、サッカーのゲームは見な was really excited. I was
がらワクワクしました
especially excited watching
the soccer games.
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LESSON 6
point

質問和文

質問英文

回答和文

回答英文

38 比較

あなたが知る中で一番親切な人は Who is the kindest person you
誰ですか。
know?

警察官です。以前は怖い人と思って The police officer. At first, I
いましたが、困った時にとても親切 thought he was a scary person,
に助けてくれます。
but he kindly helps me when
I'm in trouble.

39 比較

最も思い出に残っている休暇はどこ Where did you spend your
で過ごしましたか。
most memorable vacation?

昨年、家族で２週間、日本の南の小 Last year, when I spent 2 weeks
さな島で過ごしました。自分たちで魚 in a small southern island with
を捕ったり、初めての体験を沢山し my family. We caught fish by
ました。
ourselves and had many first
time experiences.

40 比較

あなたはどちらかと言うとストレスが Do you have a rather stressful
多いですか、楽ですか？
life or an easy life?

ストレスは少ないと思います。自由 I think I have less stress. I have a
な時間が多く、英会話やスポーツジ lot of free time, so I enjoy
ムなどをお友達と愉しんでいます。 learning English conversation
and going to the gym with my
friend.

41 比較

英会話学習は教室とオンラインとど Is it better to study English in
ちらがよいですか。
class or online?

両方で学んでいます。そこではお友 I learn it by both ways. In class,
達とお話しできる事が魅力です。オ the good point is that you can
ンラインも素晴らしい機会です。私は talk with your friends. Online is
どちらも好きです。
a wonderful chance too. I like
both of them.

42 動名詞

あなたは毎日愉しんでいる事は何で What are some things you
すか。
enjoy doing every day?

私は毎日、YouTubeを見る事を愉し I enjoy watching YouTube
んでいます。海外のエンターテインメ everyday. I like watching
ントや人気の洋楽が好きです。
entertainment news overseas
and popular English songs.

43 過去

今朝起きたとき最初にしたことは何 What was the first thing that
今朝最初に行った事は今日の英会 The first thing I did was to
でしたか。
you did this morning when you 話レッスンの予習です。家族が起き prepare for today's English
る前の僅かな時間が貴重な時間で lesson. This short amount of
woke up?
す。
time before my family wakes
up is the precious time of my
own.
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LESSON 7
point

質問和文

質問英文

回答和文

44 意思

明日は何をするつもりですか。

What will you probably do
tomorrow?

明日はたぶん家族とハイキングに行 I will probably go hiking with
くでしょう。もし雨なら映画を観に行 my family. If it rains, I will go see
きます。
a movie tomorrow.

45 希望

誰かとデートできるとしたら誰を行き Whom would you like to go on そうですね・・・ジャッキーチェンとア Let me see… It would be
たいですか
ジアの国々を旅出来たらどんなに素 amazing if I could go traveling
a date with if you could
晴らしい事でしょう。彼は強くてユー to Asian countries with Jackie
choose anyone?
モアもあって最高です。
Chan. He is strong, humorous,
and fabulous!

46 予定

あなたは今度の休暇をどこで過ごし Where are you going to spend 私はフィリピンで休暇を過ごしたいと I am going to spend my
ますか。
思っています。５月ですが、フィリピ vacation in the Philippines. It
your vacation this year?
ンの気候は暑いですか。
would be in May, but is it hot
there?

47 WH

あなたはいつも朝食に何を食べます What do you usually eat for
か。
breakfast?

今朝の朝食はパンとヨーグルトと牛 I had bread, yogurt and milk
乳でした。朝食の為の十分な準備や for breakfast this morning. It's
時間を持つことは難しいです。
difficult to have much time to
prepare and eat breakfast.

48 WH

オンラインで英語を学ぶことについ What can you say about
てどんなことが言えますか。
learning English online?

一番のメリットは、先生とのコミュニ The biggest advantage is that
ケーションによって、文化や習慣など you can learn about different
も学べることです。
cultures and customs by
having communication with
the teachers.

49 WH

私も日本語を勉強したいです。 私は I want to learn Japanese as
どのように日本語を学べばよいで well! How do I study
しょう。
Japanese?

勉強する時間を毎日作ることが必要 You need to spend time each
です。これは私が先生から言われて day to study it. That's what my
いる事ですね。
teacher always says.
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