1. 今さら聞けない基本文法を確認
例： I study English.（私は）
例： I study English.（勉強する）
例： I study English.（英語を）
例： That is a museum.（博物館だ）
The baby is happy.（幸せだ）

英語の基本構造
I

study

English.

「私は

英語を

勉強する」

［主語］ ＋ ［動詞］ ＋［目的語］ ＝［主語］は［目的語］を［動詞］する。
That

is

a museum.

［主語］ ＋［be 動詞］＋ ［補語］

「あれは

副詞：

様子、状態、性質など（名詞を修飾 / 補語になる）
例：I like dark chocolate. （青字が形容詞）
The baby is happy.
様子、やり方、態度など（名詞以外を修飾）
例：The baby is very happy.（とても）（青字が副詞）
I study hard.（懸命に）
I remember you well.（よく）

会話では短縮形が多く使われる
例： am → ’m, are → ’re, is → ’s, not → n’t, going to → gonna
have → ’ve, has → ’s, cannot → can’t, will → ’ll, will not → won’t
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同様に

a cat

cats

→

一匹なら a

複数なら s が付く

an idea

ideas

母音の前は an

② 可算名詞 2
同様に

＝［主語］は［補語］だ

動作や思考など
例： I live here. （青字が動詞） live ＝ 暮らしている
I remember you. remember ＝ 覚えている

形容詞：

① 可算名詞 1

博物館だ」

品詞を確認しよう
名詞： 物や人（主語、目的語、補語になる）
例： I study English. （青字が名詞）
例： That is a museum. （that は代名詞）
動詞：

超基本「今さら聞けない」ことをチェック

英語を分解すると…
主語 ＝「～は」
「～が」
動詞 ＝「～する」
目的語 ＝「～を」
「～に」
補語 ＝「～だ」

1

2. 物や人を語る…名詞

a person

people

→

a child

children

不規則な複数形
③ 不可算名詞

同様に

food

money

→

数でなく量でとらえ、通常複数形 s なし
④ the が付く名詞

the world the moon

happiness

love

science

抽象的な事柄も数えない
⑤ a も the もない固有名詞

the sky

唯一の存在には the を付ける

Japan

Alice

Christmas

大文字から始まるのも特徴
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様子や状態を語る…形容詞

使い方 2：名詞の前に置く

strong coffee

a beautiful sunset

新車

濃いコーヒー

美しい夕日

a good job

great music

a sunny day

いい仕事

すごくいい音楽

快晴の日

a long line

a big problem

optional tours

長蛇の列

大問題

オプショナルツアー

French is difficult.

The Shinkansen is fast.

I’m allergic to pollen.

フランス語は難しい。

新幹線は速い。

私は花粉にアレルギー。

The baby is not happy.

We are not safe.

This app is convenient.

赤ちゃんはご不満だ。

我々は安全でない。

このアプリは便利だ。

That’s impossible.

I was sick.

My grades were bad.

それは不可能だ。

私は具合が悪かった。

僕の成績は悪かった。

Next summer will be very hot.

The test won’t be easy.

来年の夏はとても暑いだろう。

テストは簡単でないだろう。
※won’t = will not

be 動詞
a wise old man

a nice guy

a dangerous adventure

知恵のある老人

いい奴

危険な冒険

まとめ
現在

過去

I
私

am

was

You / We / They / Dogs / Tom and Mary
あなた 私たち
彼ら
犬たち
トムとメアリー

are

were

is

was

He / She / It / Tom
彼
彼女
それ
トム
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未来

will be

17

1
超基本「今さら聞けない」ことをチェック

a new car

様子や状態を語る…形容詞 使い方3：［～（＝主語）は…（＝形容詞）だ］

TRACK 01

You are nice.

！

あなたいい人ね。

Yes. It is a little cold for me.

はい。私には少し寒いかな。

2

little に a が付きます。“a bit cold” や “a little bit cold” とも言うよ。
このシチューはとてもいい味だね。

You are a good cook.

君は料理が上手いね。

基本：主語 ＋ be 動詞（am / is / are）＋ …（＝ 形容詞 / 名詞）＝［主語］は…だ

Is the museum within walking

博物館は徒歩圏ですか？

否定：主語 ＋ am / is / are ＋ not ＋ …

distance?

状態や様子を述べたり、人や物を特定する be 動詞

「A ＝ B だ」と説明。（例文は you ＝ nice）

疑問：Am / Is / Are ＋ 主語 ＋ …?

リアルフレーズ

My name is Sho. Nice to meet you.

僕の名前は翔。会えて光栄です。

Your hair is so beautiful.

あなたの髪ってとても綺麗。

I’m jealous!

うらやましい！

Everything is delicious, Cathy.

すべて美味しいよ、キャシー。

Your restaurant is a great success.

君のレストランは大成功だね。

I’m happy for you.

僕も嬉しいよ。

Mel, this is Saya.

メル、こちらはサヤ。

She and I are old friends.

彼女と私は古くからの友達なんです。

She is a hairdresser.

彼女は美容師です。

（電話で）Hello. This is Akira.

もしもし、アキラだけど、今話せる？

Are you free to talk now?
Hi, Akira. I’m not busy now. Go

あら、アキラ。今は忙しくないよ。

ahead.

どうぞ。

I’m sorry. I’m late.

遅れてごめんなさい。

It’s all right. We are late, too.

いいんですよ。私たちも遅刻なんで。

Yes, it is. It is three blocks from here.

はい。ここから 3 ブロックです。

Playing this game is fun.

このゲームをするのって楽しい。

！「～することは」という主語は

“～ing” で。

Parking here is not a good idea.

ここに駐車するのはいい考えではな
いよ。

ここにも注目！
☆人を紹介する場面で、This is［人］が出てきました。人に対して This を使う
のは失礼にならないのかという疑問を聴きますが、「こちらにいる人は…」の
意味なので失礼ではありません。離れた所にいる人を指してなら That is［人］
になります。
また This is［人］は電話などの声だけの通信でも「こちらは…です」と名乗
る際に使われ、This is … speaking. や This is … calling. とも言います。
☆日本語ではプロの料理人をコックと言いますが、英語では cook で、プロで
なくても料理をする人は誰でも cook です。同様に運転する人は誰でも driver
で、慎重な運転をする人のことを careful driver のように言います。日本語が
上手な外国人をほめる場合は、You are a good Japanese speaker.
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土台作りをしよう

This stew is very tasty.

レッスン
ポイント

30

室温は低すぎない？

基本構文

01

Isn’t the room temperature too low?

Let’s start.

Let’s take a break.

休憩を取りましょう。

All right. Shall we come back at one

いいですね。1時に戻りましょうか？

o’clock?

始めましょう。

ハッキングされた。

Let’s not panic.

パニックに陥らないようにしよう。

もともとは Let us の省略なので、話し手と聞き手の双方（＝ us）がする行為を

Let’s start by changing the password,

パスワードの変更から始めましょう、

指します。Let’s ～が積極的なのに対して、疑問形の Shall we ～ ? は相手の意向

shall we?

いいね？

The toaster is broken.

トースターが壊れているね。

Shall we buy a new one?

新しいのを買おうか？

Let’s try to fix it first.

まずは直してみようよ。

Daddy, let’s spend more time

パパ、もっと一緒に時間を過ごそう

together.

よ。

That’s a good idea.

そうだね。

Sorry, I haven’t been home much.

ごめんね、あまり家にいなかったね。

We are always home.

私たち、いつも家にいるよね。

「〜しましょう」は、Let’s 〜（動詞）

を尋ねているため、押しの強さが軽減します。
基本：Let’s ～（＝動詞）＝ ～しましょう
否定：Let’s not ～ ＝ ～しないでおこう
疑問：Shall we ～? ＝ ～しましょうか？

リアルフレーズ
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I’m ready.

用意できたよ。

OK. Let’s go.

オッケー。行きましょう。

Let’s eat out tonight.

今夜は外食しましょう。

Let’s go out more often.

もっと出かけようよ。

That sounds good.

それいいね。

You’re right. Shall we go cycling?

確かに。サイクリングに行こうか？

Grandma’s birthday?

おばあちゃんの誕生日？

We need to stop for gas.

ガソリン補給をしないと。

Let’s buy her favorite pumpkin pie.

おばあちゃんの大好きなパンプキン

OK. Let’s stop at that gas station over

オッケー。あそこのガソリンスタン

パイを買おうよ。

there.

ドに立ち寄ろう。

Do you think the Chinese place is still

あの中華料理店、まだ開いているか

open?

な？

I don’t know. Let’s hope so.

どうかな。そう願いましょう。

A storm is coming. Let’s not go out.

嵐が来るね。出かけないでおこう。
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土台作りをしよう

We got hacked.

レッスン
ポイント

2
基本構文

20

TRACK 20

TRACK 22

what 何
What are you doing?
何してるの？

レッスン
ポイント

日本語の「何」と同じでないものもあるので、日本語からの訳で
なく「感覚」でとらえてみましょう。

リアルフレーズ

What’s the date today?

今日の日付は？

It’s June first.（米）

6 月 1 日です。

It’s the first of June.（英）

and this house is a mess.

家が散らかっている。

So what? Just smile and say “Hello.”

それが何だ？

What are you looking for?

何を探しているの？

My cosmetics bag.

私の化粧ポーチ。

Let’s see. What does it look like?

どれどれ。どんな外観？

What do you like about running?

ランニングのどういうとこが好き？

The challenge to the body and mind,

心身へのチャレンジかな。

I guess.
Sit down, son. We need to talk!

息子よ、座れ。話がある！

About what? What did I do?

何について？

さて、大学卒業後はどうしよう？

今夜の夕飯は何？

I don’t know yet.

Oh, what am I going to do after

まだ決めてない。

college?

What do you want to eat?

何が食べたい？

What do you think about teaching

What is the price?

値段はいくら？

What are your hours?

営業時間はいつですか？

We’re open from 11 to 9.

11 時から 9 時です。

What are the sales figures for last

先月の売上高はいくら？

What are your strengths and

あなたの長所と短所は何ですか？

weaknesses?
I have to thank you.

あなたにお礼を言わなきゃ。

For what?

何のための？

笑顔で「ハロー」と

言えばいいだろ。

What’s for dinner tonight?

month?
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ええっ、お義母さんが来るのに、

俺が何かした？

日本で英語を教えるってどう思う？

English in Japan?
What happened to your hair?

髪、どうしたの？

What about my hair? I dyed it green.

私の髪が何か？

You have to CC the team leader.

チームリーダーに CC してください。

What do you mean by CC?

CC ってどういう意味ですか？

What does it stand for?

何の略ですか？

What’s wrong with the washing

洗濯機、何かおかしいね。

machine? It hasn’t started.

作動していないよ。

緑に染めたけど。
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3
会話の要となる疑問詞たち

01

Oh, no! Your mother is coming,

