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◆ ◆
◆ ◆

A 来週の土曜日、サッカーの試合、見に行くんですが、
いっしょに行きませんか。

A I'm going to see a football game next Saturday. Would
you like to go with me?

B 行きたいんですが、だめなんです。土曜日はアルバイト
があるから。

B I'd like to go but I can't. I've got my part time job on
Saturday.

A そうですか、ざんねん。Cさんは? A Really? That's a pity. How about you, C-san?
C 私は、だいじょうぶです。ぜひいっしょにお願いします。 C I can go. I'd love to go with you.
D 私は、えんりょします。サッカーは、よくわからないから。 D I'm going to pass. I don't really understand football.
A そうですか。テレビで、おもしろい試合になるって、言って

ましたよ。
A Really? They said on TV it would be an interesting

game.
D そうですか。それなら、行ってみます。 D Really? In that case I'll go.

◆ ◆
A あのう、じつは、明日の試合、行けなくなったんです。 A Erm, actually I can't go to the game on Saturday

anymore.

B えっ、ざんねん。どうしたんですか。 B Oh, what a shame. What happened?
A すみません。じつは、中国から知りあいが日本に来るん

です。
A I'm really sorry. The thing is, a friend from China is

coming to Japan.
B そうなんですか。気にしないで。試合は来月もあるから、

よかったら、つぎ行きましょう。
B Really? Don't worry about it. There's a game next month

as well. If you want, we can go to the next one.
A はい。 A Thank you.

◆ ◆

男の子 がんばれ！/もっと走れ！/行け！/勝て！/負けるな！/
あきらめるな！/しっかりしろ！

Men （Expressions mainly used by men）
Keep going!, Come on! / Run! / Go! / Win! / Don't lose!
/ Hang in there! , Don't give up! / Come on!

女の子 がんばって！/もっと走って！/負けないで！/あきらめな
いで！/しっかり！

Women （Expressions mainly used by women）
Keep going! Come on!  / Run! /Don't lose! / Hang in
there!,  Don't give up! / Come on!

◆ ◆
A きのうの試合はどうでしたか。 A How was yesterday's game?
B 2対1で、イーグルスが勝ちました。/負けました。/1対1

で、ひきわけました。
B The Eagles won / lost 2-1. / drew 1-1.

勝って、うれしいです。/負けて、くやしいです。
We won so I'm really happy. / We lost so I'm really
disappointed.

C 試合がもりあがりました。／いい試合でかんどうしまし
た。

C It was a really exciting game. / It was a good game. I
was really impressed.

◆ ◆

A 家はもう見つかりましたか。 A Have you already found a house?
B いいえ、まだなんです。/いいえ、まださがしてるんです。 B No, not yet. / No, I'm still looking.
A どんなところがいいんですか。 A What kind of place are you looking for?
B 駅から近いところがいいんですが。/ B Somewhere close to the station. /

安全なところがいいです。小さい子どもがいますから。 Somewhere safe because I have a small child.
A いいところが見つかるといいですね。 A I hope you can find somewhere nice.

◆ ◆
A 今、どこに住んでますか。 A Where do you live now?
B 私は、キングズベイというところに住んでます。 B I live in a place called King's Bay.
A へえ。どんなところですか。 A Uh huh. What kind of place is it?
B 家は、いっこだてで、庭があります。近くにスーパーもあ

るし、かんきょうもいいですよ。
B It's a detached house with a garden. There's a

supermarket nearby and the environment is really nice.
A ふうん。いいところですね。 A Right. It sounds like a nice place.
B ええ。会社まで少し遠いけど、広くていい家だから、決め

ました。私も家族も、今の家がとても気に入ってます。
B Yes, it's a bit far from work, , but we chose it because

it's a big, nice house. Me and my family all love our
A そうですか。 A Great.

◆ ◆

トピックのまとめ（Can-do会話） Topic Review（Can-do Conversation）

◆トピック1　スポーツの試合 ◆Topic1　Sports Games

友だちを外出にさそう/さそいをうける (Can-do1) #191 Invite a friend out /Accept an invitation (Can-do1)
りゆうを言ってさそいをことわる (Can-do2) Decline an invitation and give a reason (Can-do2)

りゆうを言ってやくそくをキャンセルする (Can-do3) #192 Cancel an appointment and give a reason (Can-do3)

スポーツの試合で好きなチームをおうえんする(Can-do4) #193 Cheer on your favourite team in a sports game(Can-do4)

自分が見たスポーツの試合について話す(Can-do5) #194 Talk about a sports game which you saw(Can-do5)

◆トピック2　家をさがす ◆Topic2　Looking for a House

住むところをさがすのにだいじなポイントは何か話す(Can-do8)
#195

Talk about what is important for you when looking for
somewhere to live and why(Can-do8)

自分が住んでいるところについて話す(Can-do9)#196 Talk about the place where you live(Can-do9)

◆トピック3　ほっとする食べもの ◆Topic3　My Comfort Food

外国の食べ物についてどう思うか話す(Can-do12)#197 Talk about what you think of foreign food(Can-do12)
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A 日本の食べ物はいかがですか。/どうですか。 A What do you think of Japanese food?
B ええ、よく食べてますよ。 B It's good. I often eat it.
A そうですか。何が好きですか。 A Really? What do you like?
B そうですね。うどんとか、おすしとか、よく食べます。 B Let me think. I often eat udon, sushi and things like that.
A うどんは味がうすくないですか。 A Isn't udon a bit tasteless?
B だいじょうぶです。/問題ないです。/はじめはそう思いま

したが、今はおいしいです。
B It's OK. / It's not a problem. / I thought so at first, but I

think it's delicious now.
A それはよかったです。 A That's great.

◆ ◆

A 毎日の食事、どうしてますか。 A What do you do for food every day?
B 昼食は、ほとんど毎日、外食です。 B I eat out for lunch almost every day.
A 外食？ A Eat out?
B 会社の近くのレストランによく行きます。タイ料理が多い

です。
B I often go to restaurants near work. I eat a lot of Thai

food.
A ふーん。 A Right.
B でも、夕食はうちで作って食べますよ。やっぱり1日に1回

は、白いご飯とみそしるが食べたくなりますから。
B But I cook dinner at home because I want to eat white

rice and miso soup once a day. I'm Japanese after all.
A そうですか。買い物は？ A Right. Where do you do your shopping?
B 和食の材料は、町のデパートに買いに行きます。野菜は

近所の店で買ってます。
B I go to a department store in my town to buy

ingredients for Japanese cooking. I buy vegetables from
健康のために、できるだけ野菜を食べるようにしてるん
ですよ。

In order to be healthy I try to eat as many vegetables
as possible.

A へえ。そうですか。 A I see.

◆ ◆
客 ごめんください。 Guest Hello.

家の人 よくいらっしゃいました。どうぞおあがりください。 Host Welcome. Come on in.
客 おじゃまします。 Guest Sorry to disturb you. / Thank you for inviting me.

家の人 どうぞスリッパをはいてください。 Host Here are some slippers for you to put on.

家の人 こちらへどうぞ。 Host This way please.
客 しつれいします。 Guest Thank you.

家の人 どうぞお座りください。/座ってください。足はらくにしてく
ださいね。

Host Please have a seat. / Please sit down. Take the weight
off your feet.

客 ありがとうございます。 Guest Thank you very much.

◆ ◆
A カールさん、紹介します。うちの母です。今、英語をな

らってるんですよ。
A Carl, let me introduce you to my mother. She's learning

English at the moment.
B はじめまして。カールです。 B How do you do? I'm Carl.
C はじめまして。いつもむすめがおせわになって(い)ます。 C How do you do? Thank you for always looking after my

daughter.
B こちらこそ、いつも山本さんにおせわになって（い)ます。 B Not at all. It's your daughter, Yamamoto-san, who's

always looking after me.

◆ ◆

A ほかの町や国に住んだこと、ありますか。 A Have you ever lived in another town or country?
B ええ。私は2004年から約6年間、アメリカのニューヨーク

に住んでました。
B Yes. I lived in the US in New York for about 6 years

from 2004.
A へえ。どうでしたか。 A Really? How was it?
B アメリカではいろいろな経験をしましたよ。家族でよく旅

行もしました。特にグランドキャニオンはすばらしかった
ですよ。

B I had lots of different experiences in the US. I went on
lots of trips with my family as well. The Grand Canyon
was particularly amazing.

A わあ、いいですね。 A Wow. Great.
B ことばがわからなくてこまりましたが、親切な人が多くて

たすかりました。
B It was really difficult because I couldn't speak English,

but lots of kind people helped me.
A いろいろな思い出があるでしょうね。 A You must have a lot of memories.
B はい。わすれられない思い出がたくさんあって、なつかし

いです。
B Yes. I've got lots of good memories I'll never forget.

◆ ◆
A エスターさん、日本語、上手ですね。/上手になりました

ね。
A Esther, you're really good at Japanese. / you've got

really good at Japanese.
B いいえ。そんなこと、ないです。まだまだです。 B No. Not at all. I've still got lots to learn.

自分の食生活について話す(Can-do13)#198会話の例 Talk about your eating habits(Can-do13)

◆トピック4　訪問 ◆Topic4　Visiting Someone

客を家の中にあんないする(Can-do16)#199 Show a visitor around your house(Can-do16)

家族を客に紹介する(Can-do17)#200 Introduce your family members to a visitor(Can-do17)

外国などで生活した経験や思い出について話す(Can-
do18)#201会話の例

Talk about your experience and memories of living
overseas(Can-do18)

◆トピック5　ことばを学ぶ楽しみ ◆Topic5　The Pleasure of Learning Other Languages

外国語を勉強する方法について話す(Can-do21)#202 Talk about how to learn a foreign language(Can-do21)
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A 私も上手になりたいんですが、何かいい勉強方法、あり
ませんか。

A I want to get good at Japanese too. Is there any good
way of studying you can recommend?

B 私は日本のアニメをよく見ます。 B I often watch Japanese anime.
A そうですか。私もやってみます。 A Really? I'll try that too.

◆ ◆

A 日本語のクラス、どうですか。 A How's your Japanese class going?
B そうですね。ほかの人の話を聞いたり、自分のことを話し

たりできるので、クラスで学ぶことは楽しいです。
B Let me think. It's really good fun studying in a class

because I can listen to what other people say, and say
what I want to say.

A へえ。 A Right.
C クラスにどんな人がいますか。 C What kind of people are in the class?
B いろいろな人がいますよ。話し好きな人もいるし、はずか

しがりやの人もいます。
B Lot's of different types of people. There are people who

like talking and people who are shy.
A ふーん。 A Right.
B 私は仕事で日本語を使いますが、楽しみのために学ん

でいる人もいます。
B I use Japanese at work but there are people there who

are studying for fun.
C そうですか。 C Is that so?

◆ ◆

A 聞きましたか。のりかさん、結婚するそうですよ。 A Did you hear? Apparently Norika is getting married.
B そうですか。だれと？ B Really? Who to?
A 日本祭で知り合った人だそうです。 A I heard to someone she met at the Japanese festival.
B じゃあ、今、きっと幸せでしょうね。 B So she must be really happy now.
A それで、何かお祝いをしようと思うんですが。 A I'm thinking of doing something to celebrate.
B いいですね。そうしましょう。 B Great. Let's do that.

◆ ◆

A のりかさん、聞きましたよ。結婚するそうですね。 A Norika, I heard. You're getting married, aren't you.
B ええ、そうなんです。 B Yes, that's right.
A おめでとうございます。よかったですね。相手の人はどん

な人ですか。
A Congratulations. Great news. What's he like?

B ブラジルの人で、銀行に勤めてます。 B He's Brazilian and he works in a bank.
A そうですか。 A Really?

◆ ◆

のりかさん、ジョージさん、ご結婚おめでとうございます。 Norika, Jorge, congratulations on your marriage.
私は、のりかさんと同じ会社に勤めているパウロともうし
ます。

I'm Paolo. I work for the the same company as Norika.

のりかさんは、とてもやさしい人です。 Norika is a very kind person.
私が仕事でこまっているとき、　いつもたすけてくれま She always helps me when I have difficulties at work.
のりかさんの話では、ジョージさんもとてもやさしい人だ
そうです。

According to Norika, Jorge is also a very kind person.

2人の家庭は、きっと明るくて、あたたかい家庭になると
思います。

The two of them are sure to make a very happy and
warm-hearted family.

すえながいお幸せをおいのりしています。 We wish them everlasting happiness.

のりかさん、ジョージさん、ご結婚おめでとうございます。 Norika, Jorge, congratulations on getting married.
私は、のりかさんの友人のロザナともうします。 I'm Norika's friend Rosena.
のりかさんは、いつも元気でとてもすてきな人です。 Norika is a wonderful person who is always full of
のりかさんといっしょにいると、ほんとに楽しいです。 Being with Norika is always fun.
ジョージさん、よかったですね。 Jorge, you're very lucky.
ふたりの家庭は、きっと、あたたかい家庭になると思いま
す。

The two of them are sure to make a very warm-hearted
family.

すえながいお幸せをおいのりしています。 We wish them everlasting happiness.

◆ ◆
A 大山さん、どうしたんでしょうね。 A Look. Is that Ooyama-san? What's the matter with him?
B ええ、なんだか元気がないですね。 B Hmm, he doesn't look very well.
A ちょっと心配ですね。 A That's a bit of a worry, isn't it.

◆ ◆

外国語をクラスで学ぶ楽しみについて話す(Can-do22)#203会
話の例

Talk about the pleasure of learning a foreign language in a
language class(Can-do22)

◆トピック6　結婚 ◆Topic6　Weddings and Marriage

友だちの最近のニュースについて別の友だちと話す(Can-
do25)#204

Talk about a friend's recent news with another friend(Can-do25)

友だちについて聞いた話をほんにんにたしかめる(Can-
do26)#205

Check with a friend whether something you heard about him /
her from another person is true(Can-do26)

友だちのために、メモを見て結婚式のスピーチをする(Can-
do27)#206

Make a wedding speech for a friend, using notes(Can-do27)

◆トピック7　なやみ相談 ◆Topic7　Talking about Personal Problems

ほかの人の心配なようすについて話す(Can-do30)#207 Talk about people who look worried(Can-do30)

元気がない人にこえをかける(Can-do31)#208 Talk to someone who looks worried(Can-do31)
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A カーラさん、どうしたんですか。いつもより元気がないで
すね。

A Carla, what's the matter? You're not your usual cheerful
self.

B だいじょうぶです。ちょっとつかれてて。 B I'm OK. I'm just a bit tired.
A ほんとにだいじょうぶですか。 A Are you really OK?
B ええ、だいじょうぶです。 B Yes, I'm OK.
A ほんとに？ A Really?
B ほんとにだいじょうぶです。 B I'm really OK.
A そうですか。 A All right.

A 私でよかったら、相談にのりますよ。 A If you don't mind, I'm happy to talk to you.
B すみません。じつは、仕事のことでちょっと…。 B Thank you. Actually, I've got a bit of a problem with
A じゃあ、座って話しましょう。 A OK, sit down and let's talk.

◆ ◆

A 私は10人の人に、どんななやみがあるか聞きました。 A I asked 10 people what kind of worries they had.
B どうでしたか。 B What did you find out?
A 一番多かったのは、「職場の人間関係」です。 A The most common was relationships at work.
B ふーん。 B Right.
C 二番目は？ C What was 2nd?
A 二番目に多かったのは、「心の健康」です。 A The second most common was mental health.
C やっぱり。 C I thought it would be.
A 「人間関係」や「心の健康」が多いのは、よくわかります。

私の職場も同じかもしれません。
A I can understand that human relationships and mental

health are common. My work is probably the same.
B たいへんですね。 B It's terrible, isn't it.
A でも、「結婚」が少ないのは、いがいでした。私はみんな

もっと心配していると思っていました。
A But it was unexpected that marriage was not a very

common worry. I thought everyone would be worrying
about it more.

B そうですか。 B Right.

◆ ◆

A すみません。あのう、同じフライト/飛行機ですか。 A Excuse me. Are you on the same flight / aeroplane?
B はい。 B Yes, I am.
A 今のアナウンス、何て言ってましたか。 A What did the announcement say just now?
B もうすぐ乗れるそうです。/あと20分ほどで、手続きが始

まるそうです。
B It seems we'll be able to board soon. / It seems

boarding procedures will start in about 20 minutes.
A そうですか。ありがとうございました。 A All right. Thank you very much.

◆ ◆

◆ ◆
A あ、しまった！ A Oh no!
B どうしたんですか。 B What's wrong?
A どうしよう！かばんが１つない。どこかに忘れたかな。 A What shall I do? One bag is missing. I must have

forgotten it somewhere.
B どこに？よく思い出してください。 B Where? Think carefully.
A ええとチェックインしたときは、あった。チェックインした後

で、カフェでお茶を飲んだ。お金をはらうときも、あった。
A I had it when I was checking in. I had a cup of tea in a

cafe after checking in. I had it when I paid as well.

それからトイレに入った。あ、手を洗うとき、そばにおい
て、そのあと？わかった、たぶんトイレです。

After that I went to the toilet. Oh, when I was washing
my hands I put it to the side, and after that? I've got it,
it might be in the toilet.

B とりに行きましょう。 B Shall we go and get it.
A あるかなあ。 A I wonder if it's there.
B あるかもしれませんよ。とにかく行ってみましょう。 B It might be there. Anyway, let's go and see.

B どうでしたか。 B Well?
A あった、あった。ありました。よかった！ A Got it. It was there. Thank goodness for that!
B よかったですね。さあ、行きましょう。 B Great. OK, let's go.

◆ ◆
すみません、だれか！/どろぼう！/火事です、にげてく
ださい！/助けて！/すみません、おります！

Excuse me, someone! / Thief! / Fire, run away! / Help!
/ Excuse me, I'm getting off (the train)!

男の人 火事だ、にげろ！/助けてくれ！ Man (Expressions mainly used by men)
Fire, run! / Help!

ほかの人のなやみについてしらべて、けっかとかんそうを話す
(Can-do32)#209会話の例

Find out about what things other people are worried about and
report the results with your comments(Can-do32)

◆トピック8　旅行中のトラブル ◆Topic8　Problems When Travelling

空港でアナウンスがわからないときに、ほかの人に聞く/答える
(Can-do35)#210

Ask other people / answer when you do not understand an
announcement at an airport(Can-do35)

自分がどこで何をしていたか、思い出して言う(Can-do36)#211 Remember and say where you were and what you were
doing(Can-do36)

どこかに忘れ物をした友だちを助ける(Can-do37) Help a friend who has lost something(Can-do37)

だれかに助けをもとめる(Can-do38)#212 Ask someone for help in an emergency(Can-do38)

◆トピック9　仕事をさがす ◆Topic9　Looking for a Job
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◆ ◆

受付の人 いらっしゃいませ。 Receptionist Hello.
A すみません。エドワードともうします。総務課の村田さ

ん、お願いしたいんですが。/村田さん、いらっしゃいます
か。

A Excuse me. My name's Edward. Could I see Murata-san
in the general affairs section? / Is Murata-san in?

受付の人 村田ですね。おやくそくですか。 Receptionist Murata? Have you got an appointment?
A はい。 A Yes, I have.

受付の人 ただいまおよびします。 Receptionist I'll call him straight away.

受付の人 村田はただいままいります。少々お待ちください。/ Receptionist Murata's coming now. Could you please wait a moment.
/

もうしわけございません。村田はただいま電話中/会議
中です。こちらでお待ちください。

I'm terribly sorry. Murata's on the phone / in a meeting
at the moment. Could you please wait here.

◆ ◆

A 今、どんなところで働いてますか。 A What kind of place do you work at now?
B 私は機械をつくる会社で働いてます。 B I work at a company that makes machines.
A 機械ですか？ A Machines?
B はい。うちの会社は機械をつくって、つくった機械は海外

にも輸出してます。
B Yes. My company makes machines and exports the

machines it makes overseas as well.
A へえ。もうどのぐらい勤めてますか。 A Right. How long have you been working there for now?
B もう３年になります。今はおもにアジアの支社との連絡を

担当してます。
B I've already been there for 3 years. Now I'm mainly in

charge of communications with branch offices in Asia.
A たいへんですね。 A That sounds tough.
B いえいえ、私の職場は、人間関係がとてもよくて、働きや

すいですよ。楽しくやってます。
B No, everyone gets on really well at work, so it's really

easy to work there. I'm enjoying it.
A そうですか。 A I see.

会社の受付で、会いたい人にとりついでもらう(Can-do41)#213 Ask the reception at a company to tell someone that you are
here to see him/her(Can-do41)

勤めている会社と自分の仕事について話す(Can-do42)#214会
話の例

Talk about the company you work for and the work you do(Can-
do42)
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