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おとなの入門英語
(オトニュー/Otonyu)
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Unit 21: 日時の表現。何日、何時ですか？
■Daily-conversation (Role-Play)
A: When is the next online lesson?
B: November 15th.
A: It’s a Saturday.
B: Yes. Every weekend, on Saturday and Sunday morning, I study English.
A: It’s great that it’s becoming a habit.
B: Yeah, that would be in 3 days, so please give me homework.
A：次のオンラインレッスンの日は何日ですか？
B：11 月 15 日です。
A：土曜日ですね。
B：はい。毎週、週末の午前中に英語を学んでいます。
A：習慣になっていることは素晴らしいです。
B：はい。三日後ですので宿題を出してくださいね。
■Business-conversation (Role-Play)
A: Misaki, you’re leaving tomorrow.
B: Yes. I’m going to check out at 8 am.
A: It’s Friday today, but what day will it be when you arrive in Japan?
B: It will be Sunday.
A: There’s a time difference. What time will you arrive on Sunday?
B: I’ll arrive at 8 pm, so I want to go to sleep as soon as I get home.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

もう明日帰国ですか、みさきさん。
ええ。朝 8 時にホテルをチェックアウトします。
今日は金曜日ですが、日本に到着すると何曜日ですか？
日曜日になります。
時差がありますね。日曜は何時に到着ですか？
夜 8 時頃になるので、帰ったらすぐに寝たいです。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Are you learning English every day? (英会話は毎日学んでいますか？)
Q: What time do you go to work/school, and what time do you go home?
(会社/学校への行く時間や、帰宅時間を教えてください)
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■Grammar
日時の前置詞は、その範囲の大きい順に in,on,at の順番が基本になります。
年・季節・月・午前中に（長い期間）
：IN
日にち・曜日（特定の日）
：ON
時間（その時）
：AT が基本です。
曜日の聞き方
日付の聞き方
時間の聞き方
天気の聞き方

What day is it today? It’s Monday.
What’s the date today? It’s July 24th.
What time is it now? It’s 7 o’clock in the morning.
How’s the weather? It’s cloudy.
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Unit 22: There is ～. There are ～。～がある、～がいます。
There ＋Be 動詞＋ 主語＋場所を表す語句で「・・・がある、
・・・がいる」を表しま
す。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Is there any Japanese restaurant near here?
B: Yes, there are several. What kind of Japanese food do you like?
A: I like Sushi. Is there a Sushi bar here?
B: Yes, there is. Shall we go?
A: But I heard Sushi bars are expensive.
B: No, there are many types of Sushi bars. Some of them are quite reasonable.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

近所に和食屋さんはありますか？
幾つかレストランがあります。 どんな種類の和食が好きですか？
お寿司屋さんがいいですね。近くにありますか？
はい、あります。行きますか？
お寿司は高いと聞きました。
いえ、お寿司屋さんも様々です。とてもリーズナブルなお店もあります。

■Business-conversation (Role-Play)
A: I’d like to take a bus to JFK airport.
B: We are sorry but there is no available seat on the 2 pm bus.
A: How about 3 pm?
B: We have only 1 seat available.
A: I’ll take the 3 pm bus then.
B: We are glad to serve you.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

JFK 空港までバスに乗りたいのですが。
2 時のバスは席がありません。
3 時のバスはどうですか？
ちょうど 1 席だけあります！
ではその 3 時のバスのチケットをください。
席が確保できて良かったですね。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: What kinds of restaurants are there around your house?
(近所にどんなレストランがありますか？)
Q: Let’s do a role-play: Asking your destination and departure time to buy a bus
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ticket. (行き先、出発時間を聞いてバスのチケットを買うシーンの Role-Play をしまし
ょう)
■Grammar
There 構文は存在（ある。いる）を表します。
「there is/are ＋主語」の形式で、
（there は形式的な主語で）
、後が真の主語（存在
する人・モノ）になります。
Be 動詞(is are)は、後ろの名詞により決まります。
例文
There is a book on the table.（テーブルの上に本があります）
There are some books on the desk.（机の上に数冊かの本があります）
Was there a cat under the table? （テーブルの下に猫がいましたか）
主語として「彼女が」
「そのお店が」と言う明確さよりも、ざっくりした存在を説明す
るニュアンスがあります。
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Unit 23: 冠詞。ある～。その～。
a は大きな括（くく）り。The には特定する意思が宿ります。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: There are many kinds of fish in Japan.
B: Yes. We use them in our meal. Don’t Filipinos eat fish?
A: We don’t have the habit of eating fish raw like Japanese.
B: I recommend Kyoto’s river fish dish. Have you ever tried river fish?
A: River fish? Wow, I’ll try it.
B: I think you’ll enjoy the variety in food.
A: 日本には様々な魚がいますよね
B: はい、日本人は様々な種類の魚を食生活で利用します。フィリピン人は、魚はあま
り食べないのですか？
A: 日本人の様に魚を生で食べる習慣はありません。
B: 京都の川魚料理がお勧めです。川魚は食べたことがありますか？
A: 川のお魚？わぉ、それ、チャレンジしてみます。
B: 食文化の違いを愉しんでいただけると思います。
■Business-conversation (Role-Play)
A: I have a reservation for an economy seat to Narita.
B: Can you show me your passport?
A: Here it is. I would like a window seat.
B: This is your boarding pass, and your seat would be 24A.
A: Thank you!
B: Have a safe flight.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

成田までエコノミーで予約があります。
パスポートを見せて頂けますか？
はい、これです。席は窓側にしてください。
はい、こちらがあなたの搭乗券です。そして席は、24A です。
ありがとうございます！
気をつけて行ってらっしゃいませ。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: What did you have for breakfast, lunch, and dinner?
(朝・昼・晩、何を食べましたか？)
Q: Let’s role-play: Conversation at the boarding counter.
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(搭乗カウンターの Role-Play をしてみましょう)
■Grammar
a や the は「個」を意識した冠詞で、a は「一つの」
「ある～」
「～につき」
。
不加算名詞には a(an)は付きません。次に来る名詞が母音から始まる場合は an になり
ます。
加算名詞が複数の場合は-s,-es が付きます。
Cat-Cats/box-boxes
The は、そのモノを特定する意識があります。
I have a dog. The dog is three years old.（私は犬を飼っています。その犬は３歳
です）
Please pass me the salt.（その塩をとって下さい）
「数が多い、少ない」の表現も、可算名詞か不加算名詞かによって異なります。
可算名詞：many(たくさん), a few（すこし）, few（殆どない）
不加算名詞：much, a little (a bit), little
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Unit 24:一般動詞の過去形。〜しました。
過去を表す基本文型。規則変化 の動詞は-d, -ed で終わり、不規則に変化する動詞も
あります。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Where did you go yesterday?
B: I went to Kyoto Aquarium.
A: Sounds like you had a fun time.
B: Actually… my friends arrived late, so we quarreled.
A: Oh, did you make up?
B: Yes, right after. But we missed the bus. The aquarium was fun, though.
A: 昨日は何処に行きましたか？
B: 友人と京都水族館に行きました。
A: それは愉しかったでしょう。
B: それが・・友人が待ち合わせに遅れて、喧嘩してしまいました。
A: あら、仲直りしましたか？
B: はい、直ぐに。でも、予定のバスには乗り遅れました。水族館は・・・とても楽し
かったです。
■Business-conversation (Role-Play)
A: How was the flight yesterday?
B: It was very comfortable.
A: How many times did you have meals?
B: For dinner and breakfast.
A: Did you sleep well last night?
B: Not really. I couldn’t sleep because of jet lag.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

昨日のフライトはいかがでしたか？
はい、とても快適でした。
途中、食事は何回食べましたか？
夕食と朝食を食べました。
昨夜はよく眠れましたか？
いいえ。時差ぼけで寝られませんでした。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Where did you go yesterday? (昨日は何処に行きましたか？)
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■Grammar
英語の時制表現の基本は「現在・過去・未来」と「進行形・完了形」の組み合わせです。
日本語の時間の概念と少し違う部分もあります。英語独自の時間感覚を感じていきまし
ょう。
過去形は過去の出来事。
例文
I watch TV. (私はテレビを見る)
I watched TV. (私はテレビを見た)
多くの場合、過去形は「動詞の原形＋ ed ( d ) 」の形になります。
ed play-played
d like-liked
ied study- studied
stop- stopped
不規則に変化する動詞、あるいは変化しない動詞もあります。
cut-cut
go-went
make- made
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Unit 25: Be 動詞の過去形(was, were)。～でした。～にありました。
現在形の Be 動詞には am, is, are は、過去形では was, were になります。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Where did you go traveling last time?
B: I went to Hawaii.
A: Was it your first time?
B: Yes, it was our first family trip abroad.
A: About how many days did you stay there?
B: For a week. It was very hot.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

前回の旅行は何処に行きましたか？
ハワイに行きました。
ハワイは初めてですか？
はい、私たち家族の初めての海外旅行でした。
どれくらい滞在したのですか？
１週間です。とても暑かったです。

■Business-conversation (Role-Play)
A: Where did you go for a business trip last time?
B: I went to Hong Kong.
A: Was it your first visit to Hong Kong?
B: Yes. It was an exhibition for the textile industry.
A: About how many companies exhibited?
B: Over 50. It was a very useful business trip.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

前回の出張はどこに行きましたか？
香港に行きました。
それは初めての香港訪問でしたか？
はい。繊維業界の展示会でした。
何社くらいが出展していたのですか？
50 社を超えていました。とても有意義な出張でした。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Where did you go (for a business trip) last time?
(前回の海外旅行<海外出張>は何処に行きましたか？)
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■Grammar
Be 動詞の過去形
be 動詞の過去形は「～でした」
「～にあった」
「～にいました」
。
be 動詞の過去形は、am , is の場合…was。are の場合…were になります。
例文
I was a student. (私は、生徒でした)
The pens were in the box. (ペンは、その箱の中にありました)
Ken was in the room.（ケンは、その部屋にいました）
単数
am –was
Are- were
Is – was
複数
Are-were
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Unit 26: 過去進行形。～していました。
その時～していた。Be 動詞の過去形（was, were）＋～ing を学びましょう。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Did you see the TV drama at 10 pm yesterday?
B: I was taking a bath at that time. Why?
A: Your favorite actor was on.
B: Thank you, but no worries. I recorded it and watched it afterwards.
A: Oh, great that you saw it! The story was beautiful.
B: Yes, it was. I will keep watching it every week.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

昨夜 10 時にテレビドラマ、見ましたか？
その時、私はお風呂に入っていました。なぜ？
あなたの好きな俳優が出ていましたので。
ありがとう。ご心配なく。録画して、その後に見ました。
さすが! ドラマのストーリーも素晴らしかったですね。
はい。これから毎週、必ず見るわ。

■Business-conversation (Role-Play)
A: I called you around 4 pm yesterday but you were out of office.
B: I was attending a meeting at the time.
A: I see…but I called you at 8 pm again.
B: I’m sorry I was driving home.
A: Don’t worry, I will stop by later.
B: Ok, see you later then.
A:昨日の４時頃、電話しましたが不在でしたね。
B:その時は、ちょうど会議中でした。
A:そうでしたか。
。
。夜８時にも電話しましたよ。
B:ごめんなさい。ちょうど車で帰宅中でした。
A:気にしないでください。あとでそちらに立ち寄ります。
B:はい、ではあとで会いましょう。
■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: What were you doing around 4pm yesterday?
(昨日の 16 時頃、何をしていましたか？)
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■Grammar
過去進行形：進行形の過去の時点の動的な表現になります。
現在進行形の形は「be 動詞（am, are, is） + 動詞の ing 形」(（今）～しているとこ
ろです)でした。
時は過去ですが、過去の出来事（過去形）とは異なり、まさに、その時、それは行われ
ている動きを表現します。
過去進行形の文の形は「was または were + 動詞の ing 形」
、
「
（過去のある時）～してい
ました」となります。
例文
[現在形] I play tennis.（私はテニスをします）
[現在進行形] I am playing tennis now.（私は今テニスをしています）
[過去進行形] He was playing baseball.（彼は野球をしていました）
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Unit 27: 未来形(will)。～だろう、～するつもりです。
will +動詞の原形でこれからのこと（未来）を表します。be going to の表現方法もあ
ります。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Are you not having English lessons day after tomorrow?
B: I have plans to go out with my family.
A: Where are you going?
B: We haven’t decided yet. We all have the day off, so we’ve just planned to go out
somewhere.
A: That’s nice. Have fun!
B: Thank you. I’ll tell you about it in English next time.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

明後日は英会話レッスンしないのですか？
家族で外出する予定があります。
どこに行く予定ですか
まだ決めていません。家族皆が休みなので、外出することだけ決めています。
いいですね。愉しんでください。
ありがとう。また、次のレッスンで、英語でご報告しますね。

■Business-conversation (Role-Play)
A: Can I speak to John?
B: Yes, this is he. How can I help you?
A: I am calling you to know when the product that I ordered will be shipped.
B: It will be sent by mail tomorrow.
A: I’m relieved. I’ll be getting it by the weekend then.
B: Yes, I think you’ll be pleased.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

ジョンさんはいらっしゃいますか？
はい、私です。どうしましたか？
注文の品物はいつ出荷するか聞きたくて電話しました。
その商品は明日、郵便で出す予定です。
安心しました。では週末には受け取れますね。
はい、皆さんに喜んでいただけると思います。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: What are your plans for tomorrow? (明日のご予定は？)
14

■Grammar
will(助動詞)
～だろう（予測）～するつもりです（意思）の気持ちが未来を表す定番として使われま
す。
そこから転じて法則や運命（するものだ）などを表現するときにも使われます。
例文
He will play tennis.（彼は、テニスをするでしょう）
Sometimes, accidents will happen. (事故は時々起きるものです)
I will marry Tom. (私 TOM と結婚するつもり！)
I will not study English tomorrow.＝I won't study English tomorrow.
(私は明日、英語を勉強しないつもりです）
意思の強さを込める助動詞です。
will は be going to に置き換えることができます。
ただし、be going to は既に決めていた意思、そうなるであろうと言う未来の出来事に
使うなど、少しニュアンスが変わります。中級・上級編ですね、最初は使いやすい方で。
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Unit 28: 依頼(Could)。〜してくれませんか？
Could で[～してくれませんか」
。Can よりも丁寧な表現です。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Could you explain your goals with English study?
B: My goal is to be a volunteer at the Tokyo Olympics.
A: Can anyone apply to volunteer?
B: There is a placement examination. And it’s very difficult.
A: Is English the only requirement?
B: No, various knowledge and experiences are important. Could you come to Japan
then?
A: Sure, of course. I’m looking forward to having you as my guide.
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

あなたの英語学習の目標を話していただけませんか？
東京オリンピックでボランティアをすることが目標です。
ボランティアは誰でも応募できるのですか？
採用試験があります。それが大変厳しいのです。
必要なのは英語力だけですか？
いえ、様々な知識や経験が重要になります。その時、日本に来られませんか？
もちろん。あなたのガイドを楽しみにしています。

■Business-conversation (Role-Play)
A: Welcome, may I help you?
B: May I try this jacket?
A: Please, fitting rooms are there.
B: This is just a bit tight. Could you bring me a bigger size, please?
A: Sure, just a moment.
B: Thank you so much for your kindness.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

いらっしゃいませ！
このジャケットを試着できますか？
もちろんです。あちらの試着室をご利用ください。
少し小さいです。１サイズ大きいものを持ってきてくだいますか？
はい、少しお待ちください。
ご親切にありがとう。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Could you explain your goals regarding studying English? (あなたの英語学習の
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目標をお話しいただけませんか？)
Q: Let’s role-play: Choosing your jacket at a clothing shop. (洋服店でのジャケ
ット選択について Role-Play をしてみましょう)
■Grammar
Can(助動詞)
できる（Can）
、できた(Could)は基本形。能力を表します。
「できますか」から転じて「～してもよい」
（許可）
「～してくれますか」
（依頼）の表
現でも使います。May ほどの堅苦しさのない柔らかさがあります。
例文
Can I use this garage? (このガレージ使えますか)
Can you keep my baggage for a while? (荷物を預かってくれますか)
Can は be able to に置き換えられます。
形容詞 able(できる)と Can の潜在的な能力の深みの違いなど英会話の実例から感じら
れれば上級です。
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Unit 29: 依頼(Would)。してくれませんか？
Would で「～してくれませんか」
。Will よりも丁寧な表現です。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: Would you tell me about your memory of a wonderful trip abroad?
B: The trip to the Philippines 2 years ago is unforgettable.
A: Here? What was so good about it?
B: The tricycle was so scary, and the typhoon greatly disrupted our original plans.
A: That’s too bad. Was it a bad memory?
B: No, the trouble made us realize more of the kindness of the people in the
Philippines.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

素晴らしい海外旅行の思い出についてお話しいただけませんか？
一昨年、フィリピンへの旅行が忘れられない旅行です。
こちらに？何が良かったですか？
トライシクルはとても怖かったですし、台風で大きく当初の予定が狂いました。
残念。悪い思い出だった？
いえ、トラブルの時ほど、フィリピンの方の親切を感じることが出来ました。

■Business-conversation (Role-Play)
A: How much is this jacket?
B: It’s 50,000 yen including tax. You’ll get 10% off, if you register as a member.
A: That sounds good. I’ll sign up.
B: Could you fill out this application form?
A: Sure, no problem.
B: Would you like to pay by cash or credit card?
A:
B:
A:
B:
A:
B:

このジャケットはおいくらですか？
消費税込みで５万円です。会員登録すると１０％引きです。
いいですね。登録します。
この申込書に書いていただけますか？
はい、簡単ですね。
お支払いは、現金ですか、クレジットカードですか？

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Would you tell me about your trip abroad? (海外旅行の思い出についてお話しい
ただけませんか？)
Q: Let’s role-play: Checking the price and paying for it at a clothing store.
(洋服店で、価格を確認してお支払いするまでを Role-Play をしてみましょう)
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■Grammar
依頼の丁寧表現
“could（can の過去形）
” や “would（will の過去形）
” は、can, will を過去形に
する事で、遠回しな丁寧さを表現しています。
例文
Will you open the door? (ドアを開けてくれませんか？）
OK.（いいよ）Sure.（もちろん）Of course.（もちろん）
I'm sorry, I can't. (すいませんができません）
使い分けを意識する必要はありませんが、
元々の“can” と “will” の違いからニュアンスの違いはあります。
“Could you 〜?” は Can の”能力”が語彙のベースにあります。＜できますか？＞
“Would(Will) you 〜?” は相手に Will の”意思”がベース。＜意思がありますか？
＞
少し、
“Would(Will) you 〜?”の方が無難な印象になります。
更に、相手の気持ちに丁寧に、
Would you mind 〜? で更に遠回しに「〜していただけませんか？」と言う依頼表現も
あります。
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Unit 30: 助動詞(may, must)。～かもしれません。～すべき。
May（かもしれない）や must = have to（すべき） などの助動詞を学習します。
■Daily-conversation (Role-Play)
A: What do you think is good for your health?
B: You must not eat and drink too much. I also refrain from eating snacks.
A: Do you do all of that?
B: Yes. I eat only a little, but I might need more exercise, too.
A: I see. I do exercise but sometimes eat too much.
B: I think that not thinking too much about it is the most important thing.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

健康のためにいいことは何ですか？
暴飲暴食はいけません。私は間食も控えています。
その全てを実行しているのですか？
はい。食べる量は少ないのですが、少し運動もした方がよいかもしれません。
そうですね。私は運動をしていますが、ついつい食べすぎてしまいます。
考えすぎない事が一番大切なことだと思います。

■Business-conversation (Role-Play)
A: I’d like to have this sweater as a birthday present.
B: Sure, then this gift box may be good.
A: It’s a bit big. Do you have any easier gift-wrapping?
B: Only maybe a plastic bag and a ribbon.
A: Oh, the ribbon must be a gold one.
B: No problem, we have gold ribbons in stock.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

このセーターを誕生日プレゼントにしたいのですが。
では、このギフト箱がよいかもしれません。
少し大きすぎます。もっと簡単な方法がありますか？
プラバックに入れてリボンだけでもいいと思います。
あ。リボンは必ず金色でないといけません。
大丈夫です。金色のリボンの在庫はあります。

■Answer the questions (Enjoy your free conversation)
Q: Please tell me what you may want to do for your health. (健康のためにしてみ
たいことを教えてください)
Q: Let’s role-play: Asking a shop clerk to pack up your present. (お店のスタッ
フにプレゼント包装のお願いを Role-Play してみましょう)
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■Grammar
Must(助動詞)
「～しなければならない」
「～に、違いない」
。とても強い意識を加える助動詞です。
否定形としての強さやお薦めの強さなどにも使われます。
例文
He must go to school (学校にいかなければならない)
You must not tell a lie.（うそをついてはいけない）
Must と have to は似た意味合いですが、have to の方がより「必然性や確信性」が強く
なります。
Must の過去形はありません。過去を表現するときは had to を使います。
I had to stay at home yesterday. (私は昨日、家にいなければいけなかった)
May は「かもしれない（推量）
」表現として一般的ですが、
少し堅い許可としての「～してもよい」
「してはいけない（may not）としても使えます。
You may use this.（これ使ってもいいですよ）
この堅苦しさは、目上の方には使わない方がいいですね。
「～してもよいですか（許可）
」と丁寧に尋ねる場合にもよく使われます。
May I ask a question?
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