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Unit 1: あいさつ(How are you?)。はじめまして。
初めて会う方との基本的な挨拶フレーズを学びましょう。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Hi, nice to meet you!
B: Nice to meet you, too.
A: My name is Juliet. What is your name?
B: My name is Miyuki. Please call me Mickey.
A: Ok, Mickey. Please call me Julie.
B: All right, Julie.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

はじめまして！
こちらこそ、はじめまして。
私の名前はジュリエットです。あなたの名前は何ですか？
私の名前はミユキです。ミッキーと呼んでください。
ミッキーさん、よろしく。私はジュリーと呼んでください。
はい、ジュリーさん！

■Business-conversation (Role-Play)
A: How are you?
B: I’m good. How are you?
A: Good. I am Yoko Morita. Nice to meet you.
B: I’m Marc Lee. I am very glad to meet you, too.
A: Please call me Yoko.
B: Yoko, please call me Marc.
A: はじめまして。
B: はじめまして。
A: 私は森田ようこです。お目にかかれて嬉しいです。
B: 私はマーク・リーです。私も嬉しいです。
A：どうぞ、ヨーコと呼んでください。
B: ヨーコさん、私はマークと呼んでください。
■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Nice to meet you. (はじめまして、自己紹介をしてください)
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■Grammar
様々な挨拶表現を学びましょう。
「こんにちは／はじめまして」も様々。
How do you do? (少し硬めのフォーマルな表現)
It’s a pleasure to meet you.
Nice to meet you.
Good to meet you.
Glad to see you.
Hello! / Hi! / Hey!
Good morning. (おはよう)
Good afternoon.（こんにちは）
Good evening. (こんばんは)
お久しぶり
How are you? （いかがお過ごしですか?）
What’s new? / What’s up? (最近どう?)
How’s everything going? （うまくいっている?）
Nice seeing you. / It’s great to see you. (会えてよかった)
Goodbye. / See you. /So long. / Bye （さようなら）
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Unit 2: Be 動詞。私は◯○です。
基本的な文型の Be 動詞(～です。いる。ある。なる。)を学びます。
■Daily-conversation (Role-Play)：
A: What do you do for work?
B: I am self-employed. I teach crafts at home.
A: Japan’s handicraft is wonderful.
B: How about you?
A: I am a teacher at a junior high school. I teach history.
B: Please teach me American history.
A:お仕事は何ですか
B:自営業です。自宅で手芸を教えています。
A:日本の手芸は素晴らしいです。
B:あなたは何をされていますか？
A:私は中学校の教師です。歴史を教えています。
B:アメリカの歴史を教えてください。
■Business-conversation (Role-Play)
A: I am Ken Yoshida from the marketing department. Please call me Ken.
B: Hi, Ken. My name is Marc. I am the PR manager.
A: I am very happy to meet you, Marc.
B: Me, too.
A: My Company is small, but we will do our best.
B: Yes. Going forward, we are all one team.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

マーケティング部の加藤みさきと言います。サキと呼んでください。
やあ、サキさん。 私はマークです。PR マネージャーをやっています。
マークさん、あなたと会えてとても嬉しいです。
私もです。
私の会社は小さいですが、頑張ります。
はい、私たちはこれから一つのチームです。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: What do you do for work? (お仕事は何ですか？)
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■Grammar
英語の基本は[主語と動詞]。
それに[誰に、
何を]などを付け加えていく構成になります。
まず、誰(主語)が何をする（動詞）をマスターしましょう。
動詞には[Be 動詞]と[一般動詞]があります。
Be 動詞「～です。いる。ある。なる。
」
、Be 動詞自体に大きな意味がない繋ぎの動詞。
基本文型（Be 動詞）
：主語 S + Be 動詞 + 説明 C
S は C です。主語(S)の状態を説明する文型です。Be 動詞は文章を構成する役割を担っ
ています。Be 動詞を使って繋ぐ主語（S）の説明部分（C）は、名詞や形容詞句や ing
形、To 不定詞など様々です。
My name is David.
I am a student.
I’m from Japan.
I am good.
I’m fishing.
肯定文 You are a teacher. (あなたは先生です)
否定文 You are not (aren't) a teacher. (あなたは先生ではありません)
疑問文 Are you a teacher? (あなたは先生ですか)
答え Yes, I am. / No, I am not. (はいそうです / いいえ違います)
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Unit 3: 基本文型：S+V(自動詞)。私は○○です。
基本文型：主語 S+動詞 V（自動詞）を学びましょう
■Daily-conversation (Role-Play)：ご出身は？
A: Hello, Juliet. Are you from Los Angeles?
B: No. I’m from London, England.
A: Then, do you drink English tea?
B: Yes, I drink English tea. And I like green tea, too. How about you, Atsuki?
A: I don’t drink any tea. I love coffee!
A:
B:
A:
B:
A:

やあ、ジュリエットさん。あなたはロサンジェルスのご出身ですか？
ええ、イギリスのロンドンからです。
では紅茶を飲みますか？
はい、紅茶を飲みますよ。それに緑茶も好きです。アツキさんは？
お茶は飲まないです。コーヒーを愛しています！

■Business-conversation (Role-Play)
A: I like my job, and I always work late.
B: I like my job, too. But I always go home at 5.
A: What is your hobby, Marc?
B: I like walking. I walk every morning.
A: That’s very good.
B: Yes, it is good for my health.
A
B
A
B
A
B

私は仕事が好きで、いつも遅くまで働きます。
私も仕事が好きですよ。でも、必ず５時に家に帰ります。
マークさんの趣味は何ですか？
散歩が好きです。毎朝歩いています。
いいですね。
はい、健康にとてもいいです。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Where are you from? (ご出身はどちらですか？)
Q: What is your hobby？ (ご趣味は何ですか？)
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■Grammar
基本文型：主語 S+動詞 V（自動詞）
。
「～は･･･する」の基本表現です。
Be 動詞以外の動詞を[一般動詞]と言い、動詞其々に行為の役割を持っています。
誰か（何か）に行為（動詞）を行う働きではなく、動作を表す自律的な動詞を自動詞と
言います。
例文
I walk every day.
He swims really fast.
ただし、[誰に対して]を at や to で指し示す表現法も多くあります。
I look at the girl.
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Unit 4: 品詞（名詞・形容詞・副詞など）
。何歳ですか？
様々な品詞を理解しましょう。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: How old are you?
B: I’m 30.
A: Wow, what a coincidence. I’m the same age.
B: You look so young. When is your birthday?
A: December 28th.
B: My birthday is in September, a little earlier than yours.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

何歳ですか？
30 歳です。
まあ、偶然ですね。私も同じ年です。
お若く見えますね。お誕生日は？
12 月 28 日です。
私の誕生日は 9 月です。少し私の方が早いですね。

■Business-conversation (Role-Play)
A: Misaki, when did you start working here?
B: I joined three years ago. What about you, Joe?
A: I also joined three years ago. I really enjoy my current job.
B: We probably have a lot of things in common.
A: I look forward to working with you.
B: Me, too.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

みさきさん、いつ会社に入りましたか？
３年前に入社しました。ジョーさんは？
私も３年前です。今の会社をとても気に入っています。
私たちは共通なことが多いかもですね。
これから一緒に仕事ができるのを楽しみにしています。
私もです。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: How old are you? When is your birthday? （何歳ですか？ お誕生日はいつですか？）
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■Grammar
今後、英会話学習で良く出てくる様々な品詞の名称を覚えておきましょう。
・名詞：もの・ひと・ことを表します。book, rain, coffee, life, family
・代名詞：名詞の代わりとなる言葉です。He, she, I, you, it, they
・動詞：動きや状態を表す言葉で、状態を表す「be動詞」と「一般動詞」
。Be, play, take,
go
・形容詞：名詞を修飾（説明する）語句です。Big, young, beautiful
・副詞：名詞以外を修飾する語句です。 Very, always, slowly, hardly
・助動詞：動詞を修飾する語句です。 May, must, can, will, should
・前置詞：名詞の前におき、位置や方向や時間などを示します。 At, on, in, with
・冠詞： 名詞の前につきます。
A, an, the
・疑問詞：特定の疑問文を作る時に使います。Who, When, Where, What, Why, How
・接続詞：文章と文章を接続するための言葉です。 And, but
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Unit 5: 基本文型：S+V+O（他動詞）
。～は－を･･･する。
基本文型：主語 S+動詞 V（他動詞）+目的語 O の文型を学びましょう。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: How many people are there in your family?
B: My husband, my daughter, and me. This is a picture of my family.
A: Is this girl your daughter?
B: Yes, she is. And the person next to her is my husband.
A: He’s really cool.
B: Thank you. I know your family.
A: Yeah, we’re a family of three, too. My sister and yours were in the same high
school.
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

ご家族は何人ですか？
主人と娘と３人です。これは家族の写真です。
この女の人はあなたの娘さんですか？
ええ、そうです。そして隣が私の夫です。
とってもカッコいいかたですね。
ありがとう。私はあなたのご家族のことは知っていますよ。
そうですね。私も３人家族です。あなたと姉は同じ高校でしたね。

■Business-conversation (Role-Play)
A: Do you like your job in retail?
B: Yes, I do.
A: Are you usually alone in the store?
B: No, there are usually three of us working at a time. We all like our job in retail.
A: That’s good.
A:
B:
A:
B:
A:

あなたは販売の仕事が好きですか？
はい、好きです。
お店はあなた一人ですか？
いいえ、３人います。みんな販売の仕事が好きです。
それはいいですね。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: How many members are there in your family? Please introduce them. (ご家族は
何人ですか？ 紹介してください)
Q: Do you like your current job? (今の仕事は好きですか？)
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■Grammar
一般動詞:他動詞
基本文型：主語 S+動詞 V（他動詞）+O（
「～は－を･･･する」
）[S ≠ O]
例文
I know you.
I love you.
動詞の後に目的語を持つ文型です。誰か（何か）に対して何かの行為（動詞）を行う、
及ぼす働きのある動詞を他動詞と言います。
動詞によって、自動詞としてだけ、或いは、他動詞としてだけ使用する動詞もあります
が、少しずつ慣れながら習得していきましょう。
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Unit 6: 一般動詞の否定（Don’t）
。〜しません。
一般動詞の否定形(don’t)を学びます。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: I’m glad to meet you today. Would you like a cup of coffee?
B: Thank you, but I don’t drink coffee.
A: Oh, I’m sorry. How about tea then?
B: Yes, thank you so much.
A: Japanese tea is a bit bitter though.
B: Really? It’s my first time to drink Japanese tea.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

今日はあなたに会えて嬉しいです。コーヒーはどうですか？
ありがとうございます。でも私はコーヒーが飲めません。
あぁ、ごめんなさい。ではお茶はどうですか？
はい、ありがとうございます。
でも日本のお茶は少し苦いですよ。
そうなのですか? 私は日本茶をいただくのは初めてです。

■Business-conversation (Role-Play)
A: I would like to place an order.
B: We are sorry but we don’t take orders by phone. Could you send a FAX?
A: I don’t know the FAX No.
B: The number is 03-434-1234.
A: Ok then, I’ll send it.
B: Thank you so much. We will ship the products, and you don’t need to come to the
store.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

注文をしたいのですが。
いいえ、すみませんが電話では受けられません。FAX で送れますか？
ファクス番号を知らないのですが。
０３−４３４—１２３４です。
では送りますね。
ありがとうございます。商品をお送りします。来店する必要はありません。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Do you have any food you don’t eat? Why? （苦手な食べ物はありますか？ なぜ
ですか？）
Q: Do you have any English books？ Do your parents (or brothers and sisters) have
14

any of them? (あなたは洋書を持っていますか？ あなたの親（兄弟）は持っています
か？)
■Grammar
一般動詞の否定形
一般動詞の疑問と否定には[do]を使います。動詞の前に do を置いて疑問文、do の後ろ
に not を付けて否定文です。
主語が、一人称（I, we）でも二人称（you）でもない単数（三人称）の時、つまり、he,
she, it の時は[does]になります。
does が三人称単数をすでに表していますので動詞の-s は無くなります。
He plays soccer.→Does he play soccer?
参考：助動詞がある場合は、助動詞に not が付きます。
肯定文
否定文
疑問文
答え

You have a book.（あなたは本を持っています）
You do not (don't） have a book.(あなたは本を持っていません）
Do you have a book ?(あなたは本を持っていますか）
Yes, I do. / No, I don't.(はい持っています /いいえ持っていません）
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Unit 7: 三単現（三人称 単数 現在）のＳ。彼女は・・彼は・・。
主語が I(一人称)、You(二人称)、We(一人称)以外では、一般動詞は-s , -es で終わる
形になります(不規則な変化をする動詞もあります)。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: You like Japanese food. Does your family like it, too?
B: Yes, we all like Japanese food. My sister loves sushi.
A: Your sister was a tennis player, right?
B: No, she’s a badminton player.
A: What kind of a company does your father work for?
B: He’s working at a trading company.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

あなたは和食が好きですよね。あなたのご家族も日本食が好きですか?
はい、みんな、好きです。姉はお寿司が大好きです。
お姉さんはテニスの選手でしたよね
いえ、彼女はバトミントンの選手です。
あなたのお父さんはどんな会社で働いていますか？
彼は貿易会社で働いています。

■Business-conversation (Role-Play)
A: Hello, can you speak English?
B: Yes, I can. But he speaks only Chinese.
A: Are all of you tourists from China?
B: Yes, we are. We enjoy sightseeing and shopping in Japan.
A: He needs a translator, correct?
B: No, he always walks around by himself.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

こんにちは！ 英語を話せますか？
はい、私は英語を話します。でも彼は中国語だけです。
皆さんは中国から観光旅行客ですか？
はい。私たちは日本の観光とショッピングを楽しんでいます。
彼は通訳が必要ですね。
いいえ。彼はいつも一人で歩き回っています。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Do you like Japanese food? What do you like? (日本食が好きですか？何が好きで
すか？)
Q: Tell me about your family’s hobbies. (あなたのご家族の趣味を教えてください)
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■Grammar
三単現の S:（三人称 単数 現在）
三人称は、自分や相手以外の人のことで、he や she、they、it などを指します。
単数は一人。つまり、he や She、it。
“三単現の s”とは[三人称 単数 現在]の略で、主語が he や she、it で、動詞が現在
形のときは動詞に-s や-es を付けるルールのことです。
例文：
I like English.（私は英語が好きです）
He likes English.（彼は英語が好きです）
動詞の最後で-s の付き方と発音が異なります。使いながら習得していきましょう。
-s like likes, work-works
-es mix-mixes, go-does
-y study-studies, cry-cries
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Unit 8: 一般動詞の疑問形（Do you～？）
。○◯しますか？
一般動詞の疑問文を学びます。(Do you? Yes, I do. / No, I don’t.)
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Do you like English?
B: Yes, I do. I take online English lessons every day.
A: That’s why you are quick at learning.
B: Do you speak Japanese?
A: No, not at all. I want to study it.
B: Well, I can teach you.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

あなたは英語が好きですか？
はい、好きです。毎日オンラインで英語を勉強しています。
だから、上達が速いのですね。
あなたは日本語を話せますか？
いえ、私は全く話せません。勉強したいです。
では、私が教えましょう。

■Business-conversation (Role-Play)
A: Hello. May I help you?
B: Thank you. Do you have any children’s clothing?
A: Sure, here they are.
B: Thank you. I’m looking for a girl’s skirt.
A: Do you like red? This one is popular now.
B: Yes, I like it.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

こんにちは。何かお探しですか？
ええ。子供服は販売していますか？
はい。こちらへどうぞ。
ありがとう。女の子のスカートを探しています。
赤色はお好きですか？ この赤いスカートは人気です。
気に入りました。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Do you like English？ (あなたは英語が好きですか？)
Q: Do/Does your parents/sister(s)/brother(s) like English ？ (あなたの両親(兄弟)
は英語がすきですか？)
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■Grammar
一般動詞の疑問形（～しますか？）
一般動詞の疑問には[do]を使用します。動詞の前に do を置いて疑問文、do の後ろに not
を付けて否定文です。
主語が、一人称（I, we）でも二人称（you）でも無い単数の時、つまり、he, she, it
の時は、does になります。Does が三人称単数を表していますから、動詞の-s は無くな
ります。
He plays soccer.→ Does he play soccer?
肯定文：Mika likes cats.(ミカはネコが好きです）
疑問文：Does Mika like cats? (ミカはネコが好きですか)
答え ：Yes, she does.(はい、好きです) No, she doesn't.（いいえ、好きではありま
せん）
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Unit 9: 基本文型：主語 S+動詞 V+説明 C。～は･･･です。
基本文型：主語 S+動詞 V+説明 C。主語を説明する文型を学びます。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: What do you like to do in your free time?
B: I like to watch movies.
A: What kind of movies do you like?
B: I like animation movies, like Disney and Japanese animation.
A: I like Japanese animation movies, too. I know “Totoro.”
B: Yeah, it makes me feel happy.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

あなたは時間があるときに何をするのが好きですか？
映画を観る事が好きです。
どんな種類の映画が好きですか？
アニメ映画が好きです。たとえば、ディスニーや日本のアニメです。
私も日本のアニメ映画は好きです。私は、となりのトトロを知っています。
とても幸せな気分になれる映画ですね。

■Business-conversation (Role-Play)
A: What are the new products this fall-winter season?
B: These red lipsticks and blush are this season’s new products.
A: They’re very pretty!
B: Yes. Red is the trend color this year.
A: I want to import these products right away.
B: Ok! Let’s go over the numbers in need and the price.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

この秋冬の新製品はなんですか？
この赤いリップとチークが今シーズンの新製品です。
とても綺麗な色ですね。
はい。今年の流行色です。
すぐに輸入したいですね。
では数と価格の相談をしましょう。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: What do you like to do in your free time? (あなたは時間があるときに何をする
のが好きですか？)
Q: Please tell me about your company’s main products.（あなたの会社の主力製品
について話してください）
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■Grammar
基本文型：主語を説明する文型：主語 S+動詞 V+説明 C （
「～は･･･である[になる]」
）[S
＝C]
例文
I am a chef.
I like to watch movies.
I’m getting hungry.
動詞の後に来る語句が主語を説明する基本的な英語も組み立てです。
説明する語句は、名詞だけでなく、形容詞・前置詞を伴うもの、to 不定詞、ing 形、過
去分詞など様々になります。Be 動詞（です）もこの文型になります。
現在進行形や受動態も、この文型として理解できます。
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Unit 10: 加算名詞と不加算名詞。ひとつの、複数の。
数えられる名詞と数えられない名詞を学びます。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Do you have any friends in America?
B: No, not yet.
A: Well, I’m your first friend now.
B: Great. I want to make many friends.
A: By the way, are there any restaurants near here?
B: Let me see, I know a Soba restaurant and several hamburger shops.
A: Let’s go to the Soba restaurant. I’m hungry.
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

あなたはアメリカにお友達はいますか？
いえ、まだ、一人もいません
では、私が最初のお友達ですね
そうですね。私は沢山の友人を作りたいです。
ところで、この近くに、レストランはありますか？
えぇーと。１軒のお蕎麦屋さんと数軒のハンバーガーショップを知っています。
では、そのお蕎麦屋さんに行きましょう。お腹が減りました。

■Business-conversation (Role-Play)
A: How many units of lip balm do we have?
B: There are 200 of them.
A: Do you think we need some more?
B: Let me think about it.
A: Yes, please. Can I make some phone calls meanwhile?
B: Sure, go ahead.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

リップの在庫は何個ありますか？
200 個あります。
もっと必要ですか？
少し考える時間をください。
はい。その間に幾つか電話をしてきていいですか？
もちろんです。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Do you have any friends in other countries? (あなたは海外にお友達はいますか？)
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Q: How many slices/cups/dishes/pieces of……did you eat for the breakfast?
(朝食は何を何枚、何膳、何皿、何個、食べましたか？)

■Grammar
名詞には数えられる名詞と数えられない名詞があります。
可算名詞：cat, book, pen
不加算名詞：sugar, wood, fruit
(固形・個体かどうかではなく、[個]を認識するイメージで捉えることが一般的かどう
かになります)。英語圏の認識でもあり判別が難しい名詞もあります。
加算名詞が複数の場合は-s,-es が付きます。Cat-Cats/box-boxes
いくつかの：肯定文では some 、疑問文、否定文では any が基本です。
数を断定しない緩やかなニュアンスがあり丁寧表現などでも良く使われます。
Would you like some more coffee? ( コーヒーをもう少しいかがですか？)
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