『しゃべり「型」英文法』トレーニング音声スクリプト
: Man

: Woman

: Japanese

TRACK01
・しゃべり型１：be 動詞
・１
・私は学生です。
・I'm a student.
・否定文 私は学生ではありません。
・I'm not a student.
・疑問文 あなたは学生ですか？
・Are you a student?

・2
・私たちは忙しくありません。
・We aren't busy.
・肯定文 私たちは忙しいです。
・We are busy.
・疑問文 あなたは忙しいですか？
・Are you busy?

・3
・彼は医者ですか？
・Is he a doctor?
・肯定文 彼は医者です。
・He is a doctor.
・否定文 彼は医者ではありません。
・He isn't a doctor.
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・4
・彼の家は駅の近くにあります。
・His house is near the station.
・否定文 彼の家は駅の近くにありません。
・His house isn't near the station.
・疑問文 彼の家は駅の近くにありますか？
・Is his house near the station?

・5
・あなたは外国に興味がありますか？
・Are you interested in foreign countries?
・肯定文 私は外国に興味があります。
・I'm interested in foreign countries.
・否定文 私は外国に興味がありません。
・I'm not interested in foreign countries.
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TRACK02
・しゃべり型 2：一般動詞
・１
・私はリンゴが好きです。
・I like apples.
・否定文 私はリンゴが好きではありません。
・I don't like apples.
・疑問文 あなたはリンゴが好きですか？
・Do you like apples?

・2
・あなたは車を運転しません。
・You don't drive a car.
・肯定文 あなたは車を運転します。
・You drive a car.
・疑問文 あなたは車を運転しますか？
・Do you drive a car?

・3
・私たちは時間がありますか？
・Do we have time?
・肯定文 私たちは時間があります。
・We have time.
・否定文 私たちは時間がありません。
・We don't have time.

・4
・あなたは夏が好きですか？
・Do you like summer?
・肯定文 あなたは夏が好きです。
・You like summer.
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・否定文 あなたは夏が好きではありません。
・You don't like summer.

・5
・私は社会問題に関する質問があります。
・I have some questions about social issues.
・否定文 私は社会問題に関する質問がありません。
・I don't have any questions about social issues.
・疑問文 あなたは社会問題に関する質問がありますか？
・Do you have any questions about social issues?
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TRACK03
・しゃべり型 3：自動詞
・１
・私は駅まで歩きます。
・I walk to the station.
・否定文 私は駅まで歩きません。
・I don't walk to the station.
・疑問文 あなたは駅まで歩きますか？
・Do you walk to the station?

・2
・あなたは毎日走りません。
・You don't run every day.
・肯定文 あなたは毎日走ります。
・You run every day.
・疑問文 あなたは毎日走りますか？
・Do you run every day?

3
・彼らはここで働いていますか？
・Do they work here?
・肯定文 彼らはここで働いています。
・They work here.
・否定文 彼らはここで働いていません。
・They don't work here.

・4
・あなたはこの意見に賛成ですか？
・Do you agree with this opinion?
・肯定文 あなたはこの意見に賛成です。
・You agree with this opinion.
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・否定文 あなたはこの意見に賛成ではありません。
・You don't agree with this opinion.

・5
・この街では毎年学生の数が減っています。
・The number of students decreases every year in this city.
・否定文 この街では毎年学生の数が減っていません。
・The number of students doesn't decrease every year in this city.
・疑問文 この街では毎年学生の数が減っていますか？
・Does the number of students decrease every year in this city?
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TRACK04
・しゃべり型 4：他動詞
・１
・私は朝食にお米を食べます。
・I eat rice for breakfast.
・否定文 私は朝食にお米を食べません。
・I don't eat rice for breakfast.
・疑問文 あなたは朝食にお米を食べますか？
・Do you eat rice for breakfast?

・2
・あなたは夜にコーヒーを飲みません。
・You don't drink coffee at night.
・肯定文 あなたは夜にコーヒーを飲みます。
・You drink coffee at night.
・疑問文 あなたは夜にコーヒーを飲みますか？
・Do you drink coffee at night?

・3
・私たちは毎年会っていますか？
・Do we see each other every year?
・肯定文 私たちは毎年会っています。
・We see each other every year.
・否定文 私たちは毎年会っていません。
・We don't see each other every year.

・4
・あなたは家でコンピューターゲームをしますか？
・Do you play computer games at home?
・肯定文 あなたは家でコンピューターゲームをします。
・You play computer games at home.
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・否定文 あなたは家でコンピューターゲームをしません。
・You don't play computer games at home.

・5
・私は日本の外資系企業向けのソフトウェアを作っています。
・I create software for foreign companies in Japan.
・否定文 私は日本の外資系企業向けのソフトウェアを作っていません。
・I don't create software for foreign companies in Japan.
・疑問文 あなたは日本の外資系企業向けのソフトウェアを作っていますか？
・Do you create software for foreign companies in Japan?
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TRACK05
・しゃべり型 5：助動詞
・１
・私は歯医者に行かなくてはなりません。
・I must go to the dentist.
・否定文 私は歯医者に行ってはいけません。
・I must not go to the dentist.
・疑問文 私は歯医者に行かなくてはなりませんか？
・Must I go to the dentist?

・2
・今晩あなたは映画を見ないでしょう。
・You won't see a movie tonight.
・肯定文 今晩あなたは映画を見るでしょう。
・You will see a movie tonight.
・疑問文 今晩あなたは映画を見ますか？
・Will you see a movie tonight?

・3
・ここに座ってもいいですか？
・May I sit here?
・肯定文 ここに座ってもいいです。
・You may sit here.
・否定文 ここに座ってはいけません。
・You may not sit here.

・4
・私はあなたの気持ちが理解できます。
・I can understand how you feel.
・否定文 私はあなたの気持ちが理解できません。
・I can't understand how you feel.
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・疑問文 あなたは私の気持ちが理解できますか？
・Can you understand how I feel?

・5
・私たちは環境についてもっと考えるべきですか？
・Should we think more about the environment?
・肯定文 私たちは環境についてもっと考えるべきです。
・We should think more about the environment.
・否定文 私たちは環境についてもっと考えるべきではありません。
・We shouldn't think more about the environment.

10

TRACK06
・しゃべり型 6：代名詞
・１
・これは私の鞄です。
・This is my bag.
・否定文 これは私の鞄ではありません。
・This isn't my bag.
・疑問文 これはあなたの鞄ですか？
・Is this your bag?

・2
・彼らは自分の車を持っていません。
・They don't have their own car.
・肯定文 彼らは自分の車を持っています。
・They have their own car.
・疑問文 彼らは自分の車を持っていますか？
・Do they have their own car?

・3
・彼女は私を知っていますか？
・Does she know me?
・肯定文 彼女は私を知っています。
・She knows me.
・否定文 彼女は私を知りません。
・She doesn't know me.

・4
・人々は彼らの個人情報を守らなくてはなりません。
・People have to protect their personal information.
・否定文 人々は彼らの個人情報を守る必要はありません。
・People don't have to protect their personal information.
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・疑問文 人々は彼らの個人情報を守らなくてはなりませんか？
・Do people have to protect their personal information?

・5
・外国人観光客は私たちに私たちの文化を説明してもらいたいのです。
・Foreign tourists want us to explain our culture.
・否定文 外国人観光客は私たちに私たちの文化を説明してもらいたくありませ
ん。
・Foreign tourists don't want us to explain our culture.

・疑問文 外国人観光客は私たちに私たちの文化を説明してもらいたいです
か？
・Do foreign tourists want us to explain our culture?

12

TRACK07
・しゃべり型 7：前置詞
・１
・私は自転車で学校に行きます。
I go to school by bike.
・否定文 私は自転車で学校に行きません。
・I don't go to school by bike.
・疑問文 あなたは自転車で学校に行きますか？
・Do you go to school by bike?

・2
・彼は会社内にいません。
・He's not in the office.
・肯定文 彼は会社内にいます。
・He's in the office.
・疑問文 彼は会社内にいますか？
・Is he in the office?

・3
・銀行は駅の隣ですか？
・Is the bank next to the station?
・肯定文 銀行は駅の隣です。
・The bank is next to the station.
・否定文 銀行は駅の隣ではありません。
・The bank isn't next to the station.

・4
・私たちは学校の授業で新聞を読みます。
・We read newspapers in class at school.
・否定文 私たちは学校の授業で新聞を読みません。
・We don't read newspapers in class at school.
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・疑問文 あなたたちは学校の授業で新聞を読みますか？
・Do you read newspapers in class at school?

・5
・何人かの研究者によると、私たちはインターネットに頼りすぎています。
・According to some researchers, we depend too much on the Internet.
・否定文 何人かの研究者によると、私たちはインターネットに頼りすぎていま
せん。
・According to some researchers, we don't depend too much on the Internet.

・疑問文 何人かの研究者によると、私たちはインターネットに頼りすぎていま
すか？
・According to some researchers, do we depend too much on the Internet?
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TRACK08
・しゃべり型 8：疑問詞
・１
・あなたはそれについてどう思いますか？
・What do you think about that?
・応答例 私はそれは良い考えだと思います。
・I think it is a good idea.
・2
・あなたの一番好きな季節はいつですか？
・What is your favorite season?
・応答例 私の一番好きな季節は春です。
・My favorite season is spring.
・3
・なぜそれはそんなに高価なのですか？
・Why is it so expensive?
・応答例 それは珍しいからです。
・It is because it's rare.
・4
・学生たちはどのように携帯電話を使っていますか？
・How do some students use their mobile phones?
・応答例 学生の中にはいつも携帯電話を使っている人もいます。
・Some students use their mobile phones all the time.
・5
・どんな種類の科学技術が私たちの未来に最も重要ですか？
・What kind of technology is the most important for our future?
・応答例 太陽光発電システムが私たちの未来に最も重要です。
・The solar power system is the most important for our future.
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TRACK09
・Chapter 1 しゃべり型レビュー：

・1) 私は学生です。
・ ( I'm ) a student.

・2) あなたは車を運転しません。
・ You ( don't ) ( drive ) a car.

・3) 彼らはここで働いていますか？
・ ( Do ) thay ( work ) here?

・4) あなたは家でコンピューターゲームをしますか？
・ ( Do ) you ( play ) computer games at ( home ) ?

・5) 今晩あなたは映画を見ないでしょう。
・ You ( won’t ) see a movie tonight.
・6) ここに座ってもいいですか？
・ ( May ) I ( sit ) here?

・7) 彼らは自分の車を持っていません。
・ They ( don't ) have ( their ) own car.

・8) 私は自転車で学校に行きます。
・ I ( go ) to school ( by ) bike.

・9) あなたはそれについてどう思いますか？
・ ( What ) do you ( think ) about that?

・10) なぜそれはそんなに高価なのですか？
・
( Why ) ( is ) it so expensive?
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TRACK10
・Chapter 1 しゃべり「型」エクササイズ
・Question1
・M :Hi, how are you today?
・M: I’m good, thank you. And you?
・W: I’m a bit nervous.
・Question2
・M: Could you □▽※×○☆△?×?
・M: Sorry?
・M: Excuse me?
・M: Could you repeat that?
・W: Could you say that again?
・Question 3: ??????
・M: Well, let me see …
・M: How can I explain it?
・W: That’s a difficult question for me.
・M Let me say that again?
・W: I’ll explain it again.
・M: That’s all I can think of now.
・W: I hope you understand what I said.
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TRACK11
・しゃべり型 9：現在形
・１
・私たちはたいてい 7 時に朝ご飯を食べます。
・We usually eat breakfast at 7 a.m.
・否定文 私たちはたいてい 7 時に朝ご飯を食べません。
・We don't usually eat breakfast at 7 a.m.
・疑問文 あなたはたいてい 7 時に朝ご飯を食べますか？
・Do you usually eat breakfast at 7 a.m. ?

・2
・彼女はコーヒーが好きではありません。
・She doesn't like coffee.
・肯定文 彼女はコーヒーが好きです。
・She likes coffee.
・疑問文 彼女はコーヒーが好きですか？
・Does she like coffee?

・3
・あなたは東京に住んでいますか？
・Do you live in Tokyo?
・肯定文 私は東京に住んでいます。
・I live in Tokyo.
・否定文 私は東京に住んでいません。
・I don't live in Tokyo.

・4
・ほとんどの日本人は毎日テレビを見ます。
・Most Japanese people watch TV every day.
・否定文 ほとんどの日本人は毎日テレビを見ません。
・Most Japanese people don't watch TV every day.
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・疑問文 ほとんどの日本人は毎日テレビを見ますか？
・Do most Japanese people watch TV every day?

・5
・あなたは人々はもっと眠るべきだと思いますか？
・Do you think that people should sleep more?
・肯定文 私は人々はもっと眠るべきだと思います。
・I think that people should sleep more.
・否定文 私は人々はもっと眠るべきだと思いません。
・I don't think that people should sleep more.
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TRACK12
・しゃべり型 10：現在進行形
・１
・私は今、英語の勉強をしています。
・I'm studying English now.
・否定文 私は今、英語の勉強をしていません。
・I'm not studying English now.
・疑問文 あなたは今、英語の勉強をしていますか？
・Are you studying English now?

・2
・彼は電話で話していません。
・He isn't talking on the phone.
・肯定文 彼は電話で話しています。
・He is talking on the phone.
・疑問文 彼は電話で話していますか？
・Is he talking on the phone?

・3
・彼らは今会議をしていますか？
・Are they having a meeting now?
・肯定文 彼らは今会議をしています。
・They are having a meeting now.
・否定文 彼らは今会議をしていません。
・They aren't having a meeting now.

・4
・一人の少年が箱を運んでいます。
・A boy is carrying a box.
・否定文 一人の少年が箱を運んでいません。
・A boy isn't carrying a box.
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・疑問文 一人の少年が箱を運んでいますか？
・Is a boy carrying a box?

・5
・より多くの人がゴミを減らすことに関心を持ち始めています。
・More people are becoming concerned about reducing waste.
・否定文 人々はゴミを減らすことに関心を持ち始めていません。
・People aren't becoming concerned about reducing waste.
・疑問文 より多くの人がゴミを減らすことに関心を持ち始めていますか？
・Are more people becoming concerned about reducing waste?
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TRACK13
・しゃべり型 11：現在完了形 / 経験
・１
・私は一度ロンドンに行ったことがあります。
・I have been to London once.
・否定文 私は一度もロンドンに行ったことがありません。
・I have never been to London.
・疑問文 あなたはかつてロンドンに行ったことがありますか？
・Have you ( ever ) been to London?

2
・私たちは以前その種の食べ物を食べたことがありません。
・We have never eaten that kind of food before.
・肯定文 私たちは以前その種の食べ物を食べたことがあります。
・We have eaten that kind of food before.
・疑問文 あなたは以前その種の食べ物を食べたことがありますか？
・Have you ever eaten that kind of food before?

3
・彼らはこの寺をかつて訪れたことがありますか？
・Have they ever visited this temple?
・肯定文 彼らはこの寺を２度訪れたことがあります。
・They have visited this temple twice.
・否定文 彼らはこの寺を一度も訪れたことがありません。
・They have never visited this temple.

・4
・あなたはジェラートをかつて食べたことがありますか？
・Have you ever eaten gelato?
・肯定文 私は何度もジェラートを食べたことがあります。
・I have eaten gelato many times.
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・否定文 私はジェラートを一度も食べたことがありません。
・I have never eaten gelato.

・5
・私は建築家として海外でいくつかの建物を設計したことがあります。
・As an architect, I have designed some buildings in foreign countries.
・否定文 私は建築家として海外でいくつかの建物を設計したことがありません。
・As an architect, I have never designed any buildings in foreign countries.
・疑問文 あなたは建築家として海外でいくつかの建物を設計したことがありま
すか？
・As an architect, have you designed any buildings in foreign countries?
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TRACK14
・しゃべり型 12：現在完了形 / 継続
・１
・私は 10 年間ここに住んでいます。
・I have lived here for ten years.
・否定文 私は 10 年間ここに住んでいません。
・I haven't lived here for ten years.
・疑問文 あなたは 10 年間ここに住んでいますか？
・Have you lived here for ten years?

・2
・私たちは長い間テニスをしていません。
・We haven't played tennis for a long time.
・肯定文 私たちは長い間テニスをしています。
・We have played tennis for a long time.
・疑問文 あなたたちは長い間テニスをしていますか？
・Have you played tennis for a long time?

・3
・彼は昨日から忙しくしていますか？
・Has he been busy since yesterday?
・肯定文 彼は昨日から忙しくしています。
・He has been busy since yesterday.
・否定文 彼は昨日から忙しくしていません。
・He hasn't been busy since yesterday.

・4
・どのくらいの期間、英語を勉強していますか。
・How long have you studied English?
・応答例 私は 6 年間英語を勉強しています。
・I have studied English for six years.
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・5
・長い間議論をしていますが、それは解決するのが難しい問題です。
・Although we have discussed it for a long time, it is a really difficult problem to
solve.
・否定文

長い間議論をしていますが、それは解決するのが難しい問題では
ありません。
・Although we have discussed it for a long time, it isn't a really difficult problem to
solve.
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TRACK15
・しゃべり型 13：現在完了形 / 完了
・１
・私は朝食をすでに食べました。
・I have already eaten breakfast.
・否定文 私は朝食をまだ食べていません。
・I haven't eaten breakfast yet.
・疑問文 あなたはもう朝食を食べましたか？
・Have you eaten breakfast yet?
・2
・私たちはまだそのことについて聞いていません。
・We haven't heard about it yet.
・肯定文 私たちはすでにそのことについて聞いています。
・We have already heard about it.
・疑問文 あなたはもうそのことについて聞きましたか？
・Have you heard about it yet?

・3
・彼はもう宿題を終えましたか？
・Has he finished his homework yet?
・肯定文 彼はすでに宿題を終えました。
・He has already finished his homework.
・否定文 彼はまだ宿題を終えていません。
・He hasn't finished his homework yet.

・4
・私は次の旅行をすでに計画しました。
・I have already planned my next trip.
・否定文 私は次の旅行をまだ計画していません。
・I haven't planned my next trip yet.
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・疑問文 あなたは次の旅行をもう計画しましたか？
・Have you planned your next trip yet?

・5
・あなたは、政府は外国人観光客の要求に応えるために十分なことをしている
と思いますか。
・Do you think the government has done enough to meet the needs of foreign
tourists?
・肯定文 私は、政府は外国人観光客の要求に応えるために十分なことをしてい
ると思います。
・I think the government has done enough to meet the needs of foreign tourists.

・否定文 私は、政府は外国人観光客の要求に応えるために十分なことをしてい
ると思いません。
・I don't think the government has done enough to meet the needs of foreign tourists.
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TRACK16
・しゃべり型 14： 過去形
・１
・私は昨日学校へ行きました。
・I went to school yesterday.
・否定文 私は昨日学校へ行きませんでした。
・I didn't go to school yesterday.
・疑問文 あなたは昨日学校へ行きましたか？
・Did you go to school yesterday?

・2
・先週あなたは東京にいませんでした。
・You weren't in Tokyo last week.
・肯定文 先週あなたは東京にいました。
・You were in Tokyo last week.
・疑問文 先週あなたは東京にいましたか？
・Were you in Tokyo last week?

・3
・彼女は 3 日前にあなたにメールを送りましたか？
・Did she e-mail you three days ago?
・肯定文 彼女は 3 日前にあなたにメールを送りました。
・She e-mailed you three days ago.
・否定文 彼女は 3 日前にあなたにメールを送りませんでした。
・She didn't e-mail you three days ago.

・4
・あなたは中学校でクラブ活動をしましたか？
・Did you do any club activities in junior high school?
・否定文 私は中学校でクラブ活動をしませんでした。
・I didn't do any club activities in junior high school.
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・応答例 私は中学校でテニス部に所属していました。
・I belonged to the tennis club in junior high school.

・5
・あなたはプロの写真家としてきつい時はありましたか？
・Did you have a hard time working as a professional photographer?
・肯定文 私はプロの写真家としてきつい時がありました。
・I had a hard time working as a professional photographer.
・否定文 私はプロの写真家としてきつい時はありませんでした。
・I didn't have a hard time working as a professional photographer.
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TRACK17
・しゃべり型 15：現在完了形と過去形の違い
・１
・現在完了
・私は昨日からとてもうれしいです。
・I have been very happy since yesterday.
・過去形
・私は昨日とてもうれしかったです。
・I was very happy yesterday.
・2
・現在完了
・彼らはまだここに来ていません。
・They haven't come here yet.
・過去形
・彼らはここに来ませんでした。
・They didn't come here.
・3
・現在完了
・もう夕飯を食べましたか？
・Have you eaten dinner yet?
・過去形
・夕飯を食べましたか？
・Did you eat dinner?
・4
・現在完了
・私は 10 歳の時以来ずっと東京に住んでいます。
・I have lived in Tokyo since I was ten years old.
・過去形
・私は 10 歳の時東京に住んでいました。
・I lived in Tokyo when I was ten years old.
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TRACK18
・しゃべり型 16：過去進行形
・１
・私はその時、皿洗いをしていました。
・I was doing the dishes then.
・否定文 私はその時、皿洗いをしていませんでした。
・I wasn't doing the dishes then.
・疑問文 あなたはその時、皿洗いをしていましたか？
・Were you doing the dishes then?

・2
・私たちはその時、テレビを見ていませんでした。
・We weren't watching TV at that time.
・肯定文 私たちはその時、テレビを見ていました。
・We were watching TV at that time.
・疑問文 あなたたちはその時、テレビを見ていましたか？
・Were you watching TV at that time?

・3
・電話が鳴ったとき、彼はシャワーを浴びていましたか？
・Was he taking a shower when the phone rang?
・肯定文 電話が鳴ったとき、彼はシャワーを浴びていました。
・He was taking a shower when the phone rang.
・否定文 電話が鳴ったとき、彼はシャワーを浴びていませんでした。
・He wasn’t taking a shower when the phone rang.

・4
・私は試験勉強中に音楽を聞きました。
・While I was studying for the exam, I listened to music.
・否定文 私は試験勉強中に音楽を聞きませんでした。
・While I was studying for the exam, I didn't listen to music.
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・疑問文 あなたは試験勉強中に音楽を聞きましたか？
・While you were studying for the exam, did you listen to music?

・5
・その記事には、その国が 1940 年代に独立しようと闘っていたと書いてありま
した。
・The article said that the country was struggling for independence in the 1940s.
・否定文 その記事には、その国が 1940 年代に独立しようと闘っていたとは書
いてありませんでした。
・The article didn't say that the country was struggling for independence in the
1940s.
・疑問文 その記事には、その国が 1940 年代に独立しようと闘っていたと書い
てありましたか？
・Did the article say that the country was struggling for independence in the 1940s?
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TRACK19
・しゃべり型 17：過去完了形
・１
・私は彼女と一度会ったことがあったので、彼女だと気づきました。
・I recognized her because I had seen her once.
・否定文 私は彼女と一度も会ったことがなかったので、彼女だと気づきません
でした。
・I didn't recognize her because I had never seen her.
・疑問文 あなたは彼女と一度会ったことがあったから、彼女だと気づいたので
すか？
・Did you recognize her because you had seen her once?

・2
・私たちは事務所を移転するまで忙しくありませんでした。
・We hadn't been busy until we moved our office.
・肯定文 私たちは事務所を移転するまで忙しかったです。
・We had been busy until we moved our office.
・疑問文 あなたたちは事務所を移転するまで忙しかったですか？
・Had you been busy until you moved your office?

・3
・あなたがそこに到着した時、電車は来ていましたか？
・Had the train arrived when you got there?
・肯定文 あなたがそこに到着した時、電車は来ていました。
・The train had arrived when you got there.
・否定文 あなたがそこに到着した時、電車は来ていませんでした。
・The train hadn't arrived when you got there.
・4
・彼のお母さんが帰宅したとき、彼は宿題をすでに終えていました。
・He had already done his homework when his mother came home.
・否定文 彼のお母さんが帰宅したとき、彼は宿題をまだ終えていませんでした。
・He hadn't done his homework yet when his mother came home.
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・疑問文 彼のお母さんが帰宅したとき、彼は宿題をもう終えていましたか？
・Had he done his homework yet when his mother came home?

・5
・会議が始まった時、技術的な問題はすでに解決していました。
・Technical problems had already been solved when the conference started.
・否定文 会議が始まった時、技術的な問題はまだ解決していませんでした。
・Technical problems hadn't been solved yet when the conference started.
・疑問文 会議が始まった時、技術的な問題はもう解決していましたか？
・Had technical problems been solved yet when the conference started?
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TRACK20
・しゃべり型 18：未来を表す表現
・１
・私は明日そこにいるでしょう。※ will を使って。
・I will be there tomorrow.
・否定文 私は明日そこにいないでしょう。
・I won't be there tomorrow.
・疑問文 あなたは明日そこにいますか？
・Will you be there tomorrow?

・2
・あなたは来週その試験を受ける予定です。※ be going to を使って。
・You are going to take the exam next week.
・否定文 あなたは来週その試験を受ける予定ではありません。
・You aren't going to take the exam next week.
・疑問文 あなたは来週その試験を受ける予定ですか？
・Are you going to take the exam next week?

・3
・彼は今夜のパーティに来ますか？ ※ 現在進行形で。
・Is he coming to our party tonight?
・肯定文 彼は今夜のパーティに来ます。
・He is coming to our party tonight.
・否定文 彼は今夜のパーティに来ません。
・He isn't coming to our party tonight.

・4
・今年の夏、彼女は家族と海外にいくつもりです。
・This summer, she's going abroad with her family.
・否定文 今年の夏、彼女は家族と海外にいくつもりではありません。
・This summer, she isn't going abroad with her family.
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・疑問文 今年の夏、彼女は家族と海外にいくつもりですか？
・This summer, is she going abroad with her family?

・5
・近い将来、多くの人が海外出身の同僚と働くでしょう。
・In the near future, a lot of people will work with colleagues from foreign countries.
・疑問文 近い将来、多くの人が海外出身の同僚と働きますか？
・In the near future, will a lot of people work with colleagues from foreign countries?
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TRACK21
・しゃべり型 19：未来完了形
・１
・私は明日までにこの本を読むでしょう。
・I'll have read the book by tomorrow.
・否定文 私は明日までにこの本を読まないでしょう。
・I won't have read the book by tomorrow.
・疑問文 あなたは明日までにこの本を読みますか？
・Will you have read the book by tomorrow?

・2
・あなたは来週までにこの報告書を完成させることはないでしょう。
・You won't have completed your report by next week.
・肯定文 あなたは来週までにこの報告書を完成させるでしょう。
・You will have completed your report by next week.
・疑問文 あなたは来週までにこの報告書を完成させますか？
・Will you have completed your report by next week?

・3
・私が朝 8 時に彼女を訪ねる時、彼女は出かけてしまっていますか？
・Will she have left when I stop by at 8 in the morning?
・肯定文 私が朝 8 時に彼女を訪ねる時、彼女は出かけてしまっています。
・She will have left when I stop by at 8 in the morning.
・否定文 私が朝 8 時に彼女を訪ねる時、彼女は出かけていません。
・She won't have left when I stop by at 8 in the morning.

・4
・もう一度行けば、彼らはニューヨークに 2 度行ったことになります。
・They will have been to New York twice if they go there again.
・疑問文 もう一度行けば、彼らはニューヨークに 2 度行ったことになります
か？
・Will they have been to New York twice if they go there again?
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・5
・2050 年までに日本は全国的な研究計画を終える予定です。
・Japan will have completed its nationwide research projects by 2050.
・否定文 2050 年までに日本は全国的な研究計画を終える予定ではありません。
・Japan won't have completed its nationwide research projects by 2050.
・疑問文 2050 年までに日本は全国的な研究計画を終える予定ですか？
・Will Japan have completed its nationwide research projects by 2050?
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TRACK22
・しゃべり型 20：仮定法過去
・１
・もし私があなたなら、そこに行くでしょう。
・If I were you, I would go there.
・否定文 もし私があなたなら、そこに行かないでしょう。
・If I were you, I wouldn't go there.
・疑問文 もしあなたが私なら、そこに行きますか？
・If you were me, would you go there?

・2
・もし私たちが会社を訪問しないなら、彼女と直接話せないでしょう。
・If we didn't visit the office, we couldn't talk to her directly.
・肯定文 もし私たちが会社を訪問すれば、彼女と直接話せるでしょう。
・If we visited the office, we could talk to her directly.
・疑問文 もし私たちが会社を訪問すれば、彼女と直接話せますか。
・If we visited the office, could we talk to her directly?

・3
・もし彼の電話番号を知っていたら、あなたは彼に電話しますか？
・Would you call him if you knew his phone number?
・肯定文 もし彼の電話番号を知っていたら、私は彼に電話するでしょう。
・I would call him if I knew his phone number.
・否定文 もし彼の電話番号を知らなかったら、私は彼に手紙を書くでしょう。
・I would write to him if I didn't know his phone number.
・4
・100 万円あったら、あなたは何をしますか？
・What would you do if you had a million yen?
・応答例 100 万円あったら、私は世界中を旅行します。
・I would travel all around the world if I had a million yen.
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・5
・私たちが環境についてよく知っていれば、保護するためのより多くのことを
するでしょう。
・If we knew a lot about the environment, we would do more to protect it.
・疑問文 私たちが環境についてよく知っていれば、保護するためのより多くの
ことをするでしょうか。
・If we knew a lot about the environment, would we do more to protect it?
・否定文 私たちが環境についてよく知らなければ、保護するために何もしない
でしょう。
・If we didn't know a lot about the environment, we would do nothing to protect it.
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TRACK23
・しゃべり型 21：仮定法過去完了
・１
・もし私がそこにいたら、あなたを助けたでしょう。
・If I had been there, I would have helped you.
・否定文 もし私がそこにいたら、あなたを助けなかったでしょう。
・If I had been there, I wouldn't have helped you.
・疑問文 もしあなたがそこにいたら、私を助けましたか？
・If you had been there, would you have helped me?

・2
・もし私たちが会社を訪問しなかったら、彼女と直接話せなかったでしょう。
・If we hadn't visited the office, we couldn't have talked to her directly.
・肯定文 もし私たちが会社を訪問していたら、彼女と直接話せたでしょう。
・If we had visited the office, we could have talked to her directly.
・疑問文 もし私たちが会社を訪問していたら、彼女と直接話せたでしょうか？
・If we had visited the office, could we have talked to her directly?

・3
・もし彼の電話番号を知っていたら、あなたは彼に電話しましたか？
・Would you have called him if you had known his phone number?
・肯定文 もし彼の電話番号を知っていたら、私は彼に電話したでしょう。
・I would have called him if I had known his phone number.
・否定文 もし彼の電話番号を知らなかったら、私は彼に手紙を書いたでしょう。
・I would have written to him if I hadn't known his phone number.

・4
・もし 30 年前に生まれていたら、あなたは何をしていましたか？
・If you had been born 30 years earlier, what would you have done?
・応答例 もし 30 年前に生まれていたら、私は異なる方法で英語を学んでいた
でしょう。
・If I had been born 30 years earlier, I would have learned English in a different way.
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・5
・彼らがあの時出会っていなかったら、今一緒に働いていないでしょう。
・If they hadn't met then, they wouldn't be working together now.
・肯定文 彼らがあの時出会っていたら、今一緒に働いているでしょう。
・If they had met then, they would be working together now.
・疑問文 彼らがあの時出会っていたら、今一緒に働いているでしょうか？
・If they had met then, would they be working together now?
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TRACK24
・Chapter 2 しゃべり型レビュー：

・1) 私は今英語の勉強をしています。
・ ( I'm ) ( studying ) English now.

・2) 私たちは以前その種の食べ物を食べたことがありません。
・ We ( have ) ( never ) eaten that kind of food.

・3) どのくらいの期間、英語を勉強していますか？
・ ( How ) long ( have ) you ( studied ) English?

・4) 彼はもう宿題を終えましたか？
・ ( Has ) he ( finished ) his homework yet?

・5) 私は１０歳の時東京に住んでいました。
・ I ( lived ) ( in ) Tokyo when I ( was ) ten years old.

・6) 私は試験勉強中に音楽を聞きました。
・ While I ( was ) ( studying ) for the exam, I ( listened ) to music.

・7) 私は彼女と一度会ったことがあったので、彼女だと気づきました。
・ I ( recognized ) her because I ( had ) ( seen ) her once.

・8) 彼は今夜のパーティに来ますか？ ※現在進行形で。
・ ( Is ) he ( coming ) to our party tonight?

・9) あなたは来週までにこの報告書を完成させることはないでしょう。
・ You ( won't ) ( have ) completed your report ( by ) next week.

・10) もし彼の電話番号を知っていたら、あなたは彼に電話しますか？
・
( Would ) you call him ( if ) you ( knew ) his phone number?
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TRACK25
・Chapter 2 しゃべり「型」エクササイズ
・Question 1
W: Could you introduce yourself?
M: I’m in my third year in high school. I belong to the track and field club.
I like listening to music in my free time.
W: I work for a trading company. I have worked there for ten years. I enjoy playing
the guitar at home.
・Question 2
W: How often do you use the Internet?
M: I use it every day on my smartphone. I enjoy watching some movies and looking
at photos. Also, it's useful for getting information.
・Question 3
W: Would you like to live abroad in the future?
W: Yes. I would like to live in New York because I love to see musicals.
M: No. I like Japan best. It's really comfortable to live here.
・Question 4
W: Have you ever been to any foreign country?
M: Yes. I've been to Australia twice. I’ll go there with my family next summer.
W: No, I’ve never been abroad. I’d like to visit Canada someday to see my friends.
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TRACK26
・しゃべり型 22：受動態
・１
・私はその知らせに驚いています。
・I'm surprised at the news.
・否定文 私はその知らせに驚いていません。
・I'm not surprised at the news.
・疑問文 あなたはその知らせに驚いていますか？
・Are you surprised at the news?

・2
・あなたはその結果に満足していません。
・You aren't satisfied with the results.
・肯定文 あなたはその結果に満足しています。
・You are satisfied with the results.
・疑問文 あなたはその結果に満足していますか？
・Are you satisfied with the results?

・3
・彼は顧客から大いに褒められましたか？
・Was he praised highly by his clients?
・肯定文 彼は顧客から大いに褒められました。
・He was praised highly by his clients.
・否定文 彼は顧客から大いに褒められませんでした。
・He wasn't praised highly by his clients.

・4
・コンサートホールは観客で一杯にしめられていました。
・The concert hall was fully occupied.
・否定文 コンサートホールは観客で一杯にしめられていませんでした。
・The concert hall wasn't fully occupied.
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・疑問文 コンサートホールは観客で一杯にしめられていましたか？
・Was the concert hall was fully occupied?

・5
・政府の方針はその国の主要メディアによって批判されました。
・The policy of the government was criticized by major media in the country.
・否定文 政府の方針はその国の主要メディアによって批判されませんでした。
・The policy of the government wasn't criticized by major media in the country.
・疑問文 政府の方針はその国の主要メディアによって批判されましたか？
・Was the policy of the government criticized by major media in the country?
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TRACK27
・しゃべり型 23：受動態と進行形
・１
・私は応対してもらっています。
・I'm being served.
・否定文 私は応対してもらっていません。
・I'm not being served.
・疑問文 あなたは応対されていますか？
・Are you being served?

・2
・この部屋は今、使われていません。
・This room isn't being used now.
・肯定文 この部屋は今、使われています。
・This room is being used now.
・疑問文 この部屋は今、使われていますか？
・Is this room being used now?

・3
・私のデータはバックアップされているところですか？
・Is my data being backed up?
・肯定文 私のデータはバックアップされているところです。
・My data is being backed up.
・否定文 私のデータはバックアップされているところではありません。
・My data isn't being backed up.

・4
・洗車されている間、その夫婦はそこで待っていました。
・The couple waited there while their car was being washed.
・否定文 洗車されている間、その夫婦はそこで待っていませんでした。
・The couple didn't wait there while their car was being washed.
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・疑問文 洗車されている間、その夫婦はそこで待っていましたか？
・Did the couple wait there while their car was being washed?

・5
・報告書によると、平和条約が議論されていました。
・According to the report, a peace treaty was being discussed.
・否定文 報告書によると、平和条約は議論されていませんでした。
・According to the report, a peace treaty wasn't being discussed.
・疑問文 報告書によると、平和条約は議論されていましたか？
・According to the report, was a peace treaty being discussed?
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TRACK28
・しゃべり型 24：受動態と完了形
・１
・私は海外の文化に興味があります。
・I have been interested in foreign cultures.
・否定文 私は海外の文化に興味がありません。
・I haven't been interested in foreign cultures.
・疑問文 あなたは海外の文化に興味がありますか？
・Have you been interested in foreign cultures?

・2
・私たちは以前一度もそれを言われていません。
・We have never been told that before.
・肯定文 私たちは以前一度それを言われています。
・We have been told that once before.
・疑問文 あなたたちは以前それを言われていますか？
・Have you ever been told that before?
・3
・あなたはもう紹介されましたか？
・Have you been introduced yet?
・肯定文 あなたはもう紹介されました。
・You have already been introduced.
・否定文 あなたはまだ紹介されていません。
・You haven't been introduced yet.

・4
・そのフライトは悪天候のせいで欠航になりました。
・The flight has been cancelled due to bad weather.
・否定文 そのフライトは悪天候のせいで欠航になってはいません。
・The flight hasn't been cancelled due to bad weather.
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・疑問文 そのフライトは悪天候のせいで欠航になりましたか？
・Has the flight been cancelled due to bad weather?

・5
・ほとんどの発展途上国では財政問題がまだ解決されていません。
・In most developing countries, financial problems haven't been solved yet.
・肯定文 ほとんどの発展途上国では財政問題がもう解決されました。
・In most developing countries, financial problems have already been solved.

・疑問文 ほとんどの発展途上国では財政問題がもう解決されましたか？
・In most developing countries, have financial problems been solved yet?
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TRACK29
・Chapter 3 しゃべり型レビュー：
・1) 私はその知らせに驚いています。
・ ( I'm ) ( surprised ) at the news.

・2) あなたはその結果に満足していません。
・ You ( aren't ) ( satisfied ) with the results.

・3) コンサートホールは（観客で）一杯に占められていました。
・ The concert hall ( was ) fully ( occupied ).

・4) 彼は顧客から大いに褒められましたか？
・ ( Was ) he ( praised ) highly by his clients?

・5) 私は応対してもらっています。
・ I'm ( being ) ( served ).

・6) この部屋は今使われていません。
・ This room ( isn't ) ( being ) ( used ) now.

・7) 私のデータはバックアップされているところですか？
・ ( Is ) my data ( being ) ( backed ) up?

・8) 私は海外の文化に興味があります。
・ I ( have ) ( been ) ( interested ) in foreign cultures.

・9) 私たちは以前一度もそれを言われていません。
・ We ( have ) never ( been ) ( told ) that before.

・10) そのフライトは悪天候のせいで欠航になりました。
・
The flight ( has ) ( been ) ( cancelled ) due to bad weather.
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TRACK30
・Chapter 3 しゃべり「型」エクササイズ
・Question 1
・M: Please describe the situation.
・M: The flower shop is closed, so the woman can’t by anything.
・Question 2
・M: Please describe the situation.
・M: The students are being praised after giving a presentation.
・Question 3
・M: Please describe the situation.
・M: The man can't get on the train because it is crowded.
・Question 4
・M: Are you interested in books?
・W: Yes. I read books every day. I'm interested in reading Japanese novels. My
favorite author is Haruki Murakami.
・M: No. I rarely read books. It’s more fun to watch a movie than to read a book.
・Question 5
・M: Some people say that the use of plastic bags should be forbidden. What do you
think about that?
・W: I agree. Plastic bags can be thrown away too easily, and that is one of the big
environmental problems these days. They shouldn’t be used for shopping because
we can easily replace them with other bags.
・M: I disagree. Plastic bags are really convenient, and I think it's hard to give up
using all plastic bags because we use them in our daily lives now. They can be
recycled if the users are conscious about the environment.

52

TRACK31
・しゃべり型 25：原級
・１
・私はあなたと同じくらいの速さで走れます。
・I can run as fast as you.
・否定文 私はあなたほどは速く走れません。
・I can't run as fast as you.
・疑問文 あなたは私と同じくらいの速さで走れますか？
・Can you run as fast as I?

・2
・あなたはあなたのお兄さんほど背が高くありません。
・You aren't as tall as your brother.
・肯定文 あなたはあなたのお兄さんと同じくらいの背の高さです。
・You are as tall as your brother.
・疑問文 あなたはあなたのお兄さんと同じくらいの背の高さですか？
・Are you as tall as your brother?

・3
・彼は出来るだけ早く返信しましたか？
・Did he reply as soon as possible?
・肯定文 彼は出来るだけ早く返信しました。
・He replied as soon as possible.

・4
・私が予想したほど天気は悪くありませんでした。
・The weather was not as bad as I had expected.
・肯定文 私が予想したぐらい天気は悪かったです。
・The weather was as bad as I had expected.
・疑問文 あなたが予想したぐらい天気は悪かったですか？
・Was the weather as bad as you had expected?
・5
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・新薬は以前の薬に比べて２倍の効果があります。
・The new medicine is twice as effective as the old one.
・否定文 新薬は以前の薬に比べて２倍の効果はありません。
・The new medicine isn't twice as effective as the old one.
・疑問文 新薬は以前の薬に比べて２倍の効果がありますか？
・Is the new medicine twice as effective vas the old one?
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TRACK32
・しゃべり型 26：比較級
・１
・私は私の姉よりも背が低いです。
・I'm shorter than my sister.
・否定文 私は私の姉よりも背が低くありません。
・I'm not shorter than my sister.
・疑問文 あなたはあなたの姉よりも背が低いですか？
・Are you shorter than your sister?

・2
・私たちは先週よりよく眠れませんでした。
・We didn't sleep better than we did last week.
・肯定文 私たちは先週よりよく眠れました。
・We sleep better than we did last week.
・疑問文 あなたは先週よりよく眠れましたか？
・Did you sleep better than you did last week?
・3
・あなたが考えるよりこの自転車は高価ですか？
・Is this bike more expensive than you think?
・肯定文 あなたが考えるよりこの自転車は高価です。
・This bike is more expensive than you think.
・否定文 あなたが考えるよりこの自転車は高価ではありません。
・This bike isn't more expensive than you think.
・4
・あなたにとって重要でないのは、お金と時間のどちらですか？
・Which is less important for you, money or time?
・応答例 私にとって重要でないのは、時間よりお金です。
・Money is less important than time for me.

・5
・将来、人工知能を使った機器をより多くの人々が使うようになるでしょうか。
・Will more and more people use AI devices in the future?
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・肯定文 将来、人工知能を使った機器をより多くの人々が使うようになるでし
ょう。
・More and more people will use AI devices in the future.
・否定文 将来、人工知能を使った機器をより多くの人々が使わなくなるでしょ
う。
・More and more people won't use AI devices in the future.
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TRACK33
・しゃべり型 27：最上級
・１
・私は家族の中で一番年下です。
・I'm the youngest in my family.
・否定文 私は家族の中で一番年下ではありません。
・I'm not the youngest in my family.
・疑問文 あなたは家族の中で一番年下ですか？
・Are you the youngest in your family?

・2
・あなたが最後のお客様ではありません。
・You aren't the last guest.
・肯定文 あなたが最後のお客様です。
・You are the last guest.
・疑問文 彼が最後のお客様ですか？
・Is he the last guest?
・3
・彼はあなたの国で最も有名な歌手ですか？
・Is he the most popular singer in your country?
・肯定文 彼は私の国で最も有名な歌手です。
・He is the most popular singer in my country.
・否定文 彼は私の国で最も有名な歌手ではありません。
・He isn't the most popular singer in my country.

・4
・あなたは最新のニュースをどこで得ますか？
・Where do you get the latest news?
・応答文 私は最新のニュースをインターネットで得ます。
・I get the latest news on the Internet.
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・5
・20 世紀の最も重要な発明は何だと思いますか？
・What do you think is the most significant invention in 20th century?
・応答例 私は、最も重要な発明はコンピューターだと思います。
・I think the most significant invention is the computer.
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TRACK34
・Chapter 4 しゃべり型レビュー：

・1) 私はあなたと同じくらいの速さで走れます。
・ I can run ( as ) fast ( as ) you.

・2) 私が予想したほど天気は悪くありませんでした。
・ The weather was ( not ) ( as ) bad ( as ) I had expected.
・3) 新薬は以前の薬に比べて２倍の効果があります。
・ The new medicine is ( twice ) ( as ) ( effective ) as the old one.
・4) 私は私の姉よりも背が低いです。
・ I'm ( shorter ) ( than ) my sister.

・5) あなたが考えるよりこの自転車は高価ですか？
・ Is this bike ( more ) ( expensive ) ( than ) you think?

・6) あなたにとって重要ではないのは、お金と時間のどちらですか？
・ Which is ( less ) ( important ) for you, money ( or ) time?
・7) 将来、人工知能を使った機器をより多くの人々が使うようになるでしょう
か。
・ Will ( more ) ( and ) ( more ) people use AI devices in the future?

・8) あなたが最後のお客様ではありません。
・ You ( aren't ) ( the ) ( last ) guest.

・9) 私は家族の中で一番年下です。
・ I'm ( the ) ( youngest ) ( in ) my family.
・10) 彼はあなたの国で最も有名な歌手ですか？
・
Is he ( the ) ( most ) popular singer ( in ) your country?
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TRACK35
・Chapter 4 しゃべり「型」エクササイズ
・Question1
・W: Which do you like better, spring or fall?
・M: I like spring because we can enjoy seeing beautiful cherry blossoms. My friends
and I hold a party in the park every spring.
・W: I prefer fall to spring. There are a lot of delicious foods in the fall, and I especially
love to eat mushrooms, such as matsutake.
・Question 2
・W: Do you think that in the future people will think more about their health than
people do today?
・M: Yes. I think so. Most of us know being healthy mentally and physically is
necessary in order to lead a happy life. Also, thanks to technology, we have a lot of
devices to keep ourselves healthy, and we will have more in the future.
・W: Not really. Some people think and will think about their health and others don't
and won't. Besides, I think people are getting busier and busier, so fewer people will
take care of their health.
・Question 3
・W: Some people believe that imagination is more important than knowledge.
Do you agree with this idea?
・W: It depends. If you are a creator, imagination is very important if you want to
create something new. But if you are a teacher, you have to get enough knowledge
to explain something to your students. Therefore, it's difficult to compare the two
without thinking about what your goals are.
・Question 4
・W: What is the most important thing about your job?
・M: As a Web designer, I think concentration is the most important thing. Sometimes
my client wants me to turn in the design as soon as possible. In that case, I have to
concentrate and complete the task.
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TRACK36
・しゃべり型 28：不定詞（副詞用法）
・１
・私は友達に会うためにロンドンを訪れました。
・I visited London to see my friend.
・否定文 私は友達に会うためにロンドンを訪れてはいませんでした。
・I didn't visit London to see my friend.
・疑問文 あなたは友達に会うためにロンドンを訪れましたか？
・Did you visit London to see your friend?

・2
・あなたは夜リラックスするためにテレビを見ません。
・You don't watch TV to relax at night.
・肯定文 あなたは夜リラックスするためにテレビを見ます。
・You watch TV to relax at night.
・疑問文 あなたは夜リラックスするためにテレビを見ますか？
・Do you watch TV to relax at night?

・3
・テストに合格するために彼女は懸命に勉強しましたか？
・Did she study hard to pass the exam?
・肯定文 テストに合格するために彼女は懸命に勉強しました。
・She studied hard to pass the exam
・否定文 テストに合格するために彼女は懸命に勉強しませんでした。
・She didn't study hard to pass the exam.

・4
・それを聞いて私はとても嬉しいです。
・I'm very glad to hear that.
・否定文 それを聞いて私は嬉しくありません。
・I'm not glad to hear that.
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・疑問文 それを聞いてあなたはとても嬉しいですか？
・Are you glad to hear that?
・5
・その問題は複雑すぎて直ちに解決できません。
・The problems are too complicated to solve at once.
・否定文 その問題は複雑すぎて直ちに解決できないということはありません。
・The problems aren't too complicated to solve at once.
・疑問文 その問題は複雑すぎて直ちに解決できないですか？
・Are the problems too complicated to solve at once?
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TRACK37
・しゃべり型 29：不定詞（名詞用法）
・１
・私の仕事は本を書くことです。
・My job is to write books.
・It... to 構文にして
・It's my job to write books.
・否定文 私の仕事は本を書くことではありません。
・It's not my job to write books.
・疑問文 あなたの仕事は本を書くことですか？
・Is it your job to write books?
・2
・英語を話すことは難しくないです。※It... to 構文で。
・It isn't difficult to speak English.
・肯定文 英語を話すことは難しいです。
・It is difficult to speak English.
・疑問文 英語を話すことは難しいですか？
・Is it difficult to speak English?
・3
・ギターを弾くことは好きですか？
・Do you like to play the guitar?
・肯定文 ギターを弾くことは好きです。
・I like to play the guitar.
・否定文 ギターを弾くことは好きではありません。
・I don't like to play the guitar.
・4
・私は朝早く起きることを習慣にしています。※it を目的語に使って
・I make it a rule to wake up early in the morning.
・否定文 私は朝早く起きることを習慣にしていません。
・I don't make it a rule to wake up early in the morning.
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・疑問文 あなたは朝早く起きることを習慣にしていますか？
・Do you make it a rule to wake up early in the morning?

・5
・ほとんどの人にとって休みの日に仕事のことを完全に忘れるのは難しそうで
す。
・It seems hard for most people to forget about their work completely on their day
off.
・否定文 ほとんどの人にとって休みの日に仕事のことを完全に忘れるのは難し
そうではありません。
・It doesn't seem hard for most people to forget about their work completely on
their day off.

・疑問文 ほとんどの人にとって休みの日に仕事のことを完全に忘れるのは難し
そうですか？
・Does it seem hard for most people to forget about their work completely on their
day off?
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TRACK38
・しゃべり型 30：不定詞（形容詞用法）
・１
・私はあなたに会うための時間があります。
・I have time to see you.
・否定文 私はあなたに会うための時間がありません。
・I don't have time to see you.
・疑問文 あなたは私に会うための時間がありますか？
・Do you have time to see me?

・2
・昨晩、私たちは食べるものがありませんでした。
・We didn't have anything to eat last night.
・肯定文 昨晩、私たちは食べるものがありました。
・We had something to eat last night.
・疑問文 昨晩、あなたたちは食べるものがありましたか？
・Did you have anything to eat last night?

・3
・彼は明日するべき仕事がたくさんあるでしょうか？
・Will he have a lot of work to do tomorrow?
・肯定文 彼は明日するべき仕事がたくさんあるでしょう。
・He will have a lot of work to do tomorrow.
・否定文 彼は明日するべき仕事はそんなにないでしょう。
・He won't have a lot of work to do tomorrow.

・4
・あなたの故郷に訪れるべきいい場所はありますか？
・Are there any good places to visit in your hometown?
・肯定文 私の故郷に訪れるべきいい場所があります。
・There are some good places to visit in my hometown.
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・否定文 私の故郷に訪れるべきいい場所はありません。
・There aren't any good places to visit in my hometown.

・5
・パイロットになるために学ぶべき最も重要なことは何か教えてください。
・Please tell me the most important thing to learn to become a pilot.
・応答例 パイロットになるために学ぶべき最も重要なことは数学や物理などの
基本知識です。
・The most important thing to learn to become a pilot is basic knowledge such as
math and physics.

66

TRACK39
・しゃべり型 31：動名詞
・１
・私は本を読むことが好きです。
・I like reading books.
・否定文 私は本を読むことが好きではありません。
・I don't like reading books.
・疑問文 あなたは本を読むことが好きですか？
・Do you like reading books?

・2
・あきらめるのはいい考えではありません。
・Giving up isn't a good idea.
・肯定文 あきらめるのはいい考えです。
・Giving up is a good idea.

・疑問文 あきらめるのはいい考えですか？
・Is giving up a good idea?

・3
・あなたは英語を学ぶことを楽しんでいますか？
・Do you enjoy learning English?
・肯定文 私は英語を学ぶことを楽しんでいます。
・I enjoy learning English.
・否定文 私は英語を学ぶことを楽しんでいません。
・I don't enjoy learning English.
・4
・ほとんどの若者にとって家を買うのは高すぎます。
・Buying a house is too expensive for most young people.
・否定文 ほとんどの若者にとって家を買うのは高すぎることはありません。
・Buying a house isn't too expensive for most young people.
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・疑問文 ほとんどの若者にとって家を買うのは高すぎますか？
・Is buying a house too expensive for most young people?

・5
・プラスチック製品の作成は政府によって禁止されるべきです。
・Making plastic products should be prohibited by the government.
・否定文 プラスチック製品の作成は政府によって禁止されるべきではありませ
ん。
・Making plastic products shouldn't be prohibited by the government.

・疑問文 プラスチック製品の作成は政府によって禁止されるべきですか？
・Should making plastic products be prohibited by the government?
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TRACK40
・しゃべり型 32：現在分詞
・１
・私は働く学生です。
・I am a working student.
・否定文 私は働く学生ではありません。
・I am not a working student.
・疑問文 あなたは働く学生ですか？
・Are you a working student?
・2
・あなたは私の隣に立っている男性を知りません。
・You don't know the man standing next to me.
・肯定文 あなたは私の隣に立っている男性を知っています。
・You know the man standing next to me.
・疑問文 あなたは私の隣に立っている男性を知っていますか？
・Do you know the man standing next to me?

・3
・彼はカップに沸騰しているお湯を入れましたか？
・Did he pour boiling water into a cup?
・肯定文 彼はカップに沸騰しているお湯を入れました。
・He poured boiling water into a cup.

・否定文 彼はカップに沸騰しているお湯を入れませんでした。
・He didn't pour boiling water into a cup.
・4
・公園に大きな箱を運んでいる男性がいます。
・There is a man carrying a big box in the park.
・否定文 公園に大きな箱を運んでいる男性はいません。
・There isn't a man carrying a big box in the park.
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・疑問文 公園に大きな箱を運んでいる男性がいますか？
・Is there a man carrying a big box in the park?
・5
・私は毒性のある成分を含んでいる食べ物についての記事を読みました。
・I read an article about foods containing toxic ingredients.
・否定文 私は毒性のある成分を含んでいる食べ物についての記事を読みません
でした。
・I didn't read an article about foods containing toxic ingredients.
・疑問文 あなたは毒性のある成分を含んでいる食べ物についての記事を読みま
したか？
・Did you read an article about foods containing toxic ingredients?
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TRACK41
・しゃべり型 33：過去分詞
・１
・私は割られた窓を見ました。
・I saw a broken window.
・否定文 私は割られた窓を見ませんでした。
・I didn't see a broken window.
・疑問文 あなたは割られた窓を見ましたか？
・Did you see a broken window?

・2
・あなたはイタリアで作られた鞄を買いませんでした。
・You didn't buy a bag made in Italy.
・肯定文 あなたはイタリアで作られた鞄を買いました。
・You bought a bag made in Italy.
・疑問文 あなたはイタリアで作られた鞄を買いましたか？
・Did you buy a bag made in Italy?

・3
・この本は有名な著者によって書かれた本ですか？
・Is this a book written by a famous author?
・肯定文 この本は有名な著者によって書かれた本です。
・This is a book written by a famous author.
・否定文 この本は有名な著者によって書かれた本ではありません。
・This isn't a book written by a famous author.

・4
・私は机の上に置かれた花瓶を見つけました。
・I found a vase placed on the table.
・否定文 私は机の上に置かれた花瓶は見つけませんでした。
・I didn't find a vase placed on the table.
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・疑問文 あなたは机の上に置かれた花瓶を見つけましたか？
・Did you find a vase placed on the table?

・5
・自分の健康を気にする人の数が増えています。
・The number of people concerned about their health has been increasing.
・否定文 自分の健康を気にする人の数は増えていません。
・The number of people concerned about their health hasn't been increasing.

・疑問文 自分の健康を気にする人の数が増えていますか？
・Has the number of people concerned about their health been increasing?
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TRACK42
・Chapter 5 しゃべり型レビュー：
・1) 私は友達に会うためにロンドンを訪れました。
・ I visited London ( to ) ( see ) my friend.
・2) テストに合格するために彼女は懸命に勉強しましたか？
・ ( Did ) she study hard ( to ) ( pass ) the exam?

・3) 私の仕事は本を書くことです。
・ My job is ( to ) ( write ) books.

・4) 英語を話すことは難しくないです。
・ It ( isn't ) ( difficult ) ( to ) speak English.

・5) 昨晩、私たちは食べるものがありませんでした。
・ We ( didn't ) have anything ( to ) ( eat ) last night.

・6) パイロットになるために学ぶべき最も重要なことを教えてください。
・ Please tell me the most important thing ( to ) ( learn ) to become a pilot.

・7) 私は本を読むことが好きです。
・ I ( like ) ( reading ) books.

・8) あなたは英語を学ぶことを楽しんでいますか？
・ Do you ( enjoy ) ( leaning ) English?

・9) 公園に大きな箱を運んでいる男性がいます。
・ ( There ) is a man ( carrying ) a big box in the park.

・10) 私は机の上に置かれた花瓶を見つけました。
・
I ( found ) a vase ( placed ) on the table.
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TRACK43
・Chapter 5 しゃべり「型」エクササイズ
・Question 1
・M: Please describe the situation.
・M: There are a lot of people walking in the street.
・Question 2
・M: Please describe the situation.
・M: A woman wearing a hat is waving her hand.
・Question 3
・M: Please describe the situation.
・M: Some people are looking at the fruits placed in front of the shop.
・Question 4
・M: Do you think posters are a good way to reduce the crime rate?
・W: I think so. When people often see some posters in a public place such as streets
or stations, they tend to think of the bad effects of crimes. It can help people stop
crime.
・M: I don't think so. We know there are some posters around town, but we don't
look at them carefully. Using posters is not an effective way to reduce the crime
rate.

74

TRACK44
・しゃべり型 34：関係代名詞（主格）
・１
・私は東京に住んでいる男性を知っています。
・I know a man who lives in Tokyo.
・否定文 私は東京に住んでいる男性を知りません。
・I don't know a man who lives in Tokyo.
・疑問文 あなたは東京に住んでいる男性を知っていますか？
・Do you know a man who lives in Tokyo?

・2
・あなたは屋根のない車を持っています。
・You have a car that doesn't have a roof.
・否定文 あなたは屋根のない車を持っていません。
・You don't have a car that doesn't have a roof.
・疑問文 あなたは屋根のない車を持っていますか？
・Do you have a car that doesn't have a roof?

・3
・彼女は彼女を喜ばす人に会いましたか？
・Did she meet anyone who made her happy?
・肯定文 彼女は彼女を喜ばす人に会いました。
・She met someone who made her happy.
・否定文 彼女は彼女を喜ばす人に会いませんでした。
・She didn't meet anyone who made her happy.

・4
・私は分かりやすい本を読むのが好きです。
・I like reading books which are easy to understand.
・which 以下を否定形に
・私は分かりやすくない本を読むのが好きです。
・I like reading books which aren't easy to understand.
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・否定文 私は分かりやすい本を読むのが好きではありません。
・I don't like reading books which are easy to understand.
・疑問文 あなたは分かりやすい本を読むのが好きですか？
・Do you like reading books which are easy to understand?

・5
・将来の私たちに影響する世界的な経済問題についてどう思いますか？
What do you think about the global economic issues that will affect us in the future?
・応答例 貧富の差の拡大について、私たちは徹底的に議論すべきだと思います。
・I think we should discuss thoroughly the gap between the rich and the poor.
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TRACK45
・しゃべり型 35：関係代名詞（目的格）
・※関係代名詞を省略して
・１
・私は尊敬している人と話しました。
・I talked to a person I respect.
・否定文 私は尊敬している人と話しませんでした。
・I didn't talk to a person I respect.
・疑問文 あなたは尊敬している人と話しましたか？
・Did you talk to a person you respect?

・2
・あなたは注文していない品物を受け取りました。
・You received an item you didn't order.
・否定文 あなたは注文していない品物を受け取りませんでした。
・You didn't receive an item you didn't order.
・疑問文 あなたは注文していない品物を受け取りましたか？
・Did you receive an item you didn't order?

・3
・これはあなたがすでに読んだ新聞ですか？
・Is this the newspaper you have already read?
・肯定文 これは私がすでに読んだ新聞です。
・This is the newspaper I have already read.
・否定文 これは私がすでに読んだ新聞ではありません。
・This isn't the newspaper I have already read.
・4
・私は話したい考えがいくつかあります。
・I have some ideas I would like to talk about.
・否定文 私は話したい考えはありません。
・I don't have any ideas I would like to talk about.
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・疑問文 あなたは話したい考えがありますか？
・Do you have any ideas you would like to talk about?

・5
・あなたがかつて仕事をしたことがある最も意味深いことを教えてくださいま
すか？
・Could you tell me the most meaningful thing you've ever done at work?

・応答例 多くのお客様を喜ばせたことが私にとって最も意味深いことでした。
・Making a lot of clients happy was the most meaningful thing for me.
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TRACK46
・しゃべり型 36：関係代名詞 what
・１
・私は自分が着ているものが好きです。
・I like what I’m wearing.
・否定文 私は自分が着ているものが好きではありません。
・I don't like what I’m wearing.
・疑問文 あなたは自分が着ているものが好きですか？
・Do you like what you are wearing?
・2
・重要なのは過程です。
・What is important is the process.
・否定文 重要なのは過程ではありません。
What is important isn't the process.
・疑問文 重要なのは過程ですか？
・Is what is important the process?

・3
・あなたは自分が本当にしたいことをしていますか？
・Are you doing what you really want to do?
・肯定文 私は自分が本当にしたいことをしています。
・I’m doing what I really want to do.
・否定文 私は自分が本当にしたいことをしていません。
・I’m not doing what I really want to do.

・4
・彼らに必要な事は創造性です。
・What they need is creativity.
・否定文 彼らに必要な事は創造性ではありません。
・What they need isn't creativity.
・疑問文 彼らに必要な事は創造性ですか？
・Is what they need creativity?
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5
・環境問題は私たちがもっと議論すべきことです。
・Environmental problems are what we should discuss more.
・否定文 環境問題は私たちがもっと議論すべきことではありません。
・Environmental problems aren't what we should discuss more.
・疑問文 環境問題は私たちがもっと議論すべきことですか？
・Are environmental problems what we should discuss more?
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TRACK47
・しゃべり型 37：関係代名詞（所有格）
・１
・私は屋根が青い家を持っています。
・I have a house whose roof is blue.
・否定文 私は屋根が青い家を持っていません。
・I don't have a house whose roof is blue.
・疑問文 あなたは屋根が青い家を持っていますか？
・Do you have a house whose roof is blue?

・2
・あなたはタイヤの大きい自転車が好きではありません。
・You don't like a bike whose tires are big.
・肯定文 あなたはタイヤの大きい自転車が好きです。
・You like a bike whose tires are big.
・疑問文 あなたはタイヤの大きい自転車が好きですか？
・Do you like a bike whose tires are big?

・3
・彼女は父親が俳優のモデルですか？
・Is she a model whose father is an actor?
・肯定文 彼女は父親が俳優のモデルです
・She is a model whose father is an actor.
・否定文 彼女は父親が俳優のモデルではありません。
・She isn't a model whose father is an actor.
・4
・彼は従業員がとても熱心な会社を経営しています。
・He runs a company whose employees are really energetic.
・whose 以下を否定形に
・彼は従業員があまり熱心ではない会社を経営しています。
・He runs a company whose employees aren't really energetic.
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・疑問文 彼は従業員がとても熱心な会社を経営していますか？
・Does he run a company whose employees are really energetic?

・5
・起業家とは使命がとても明確であるべき人です。
・An entrepreneur is a person whose mission should be very clear.
・疑問文 起業家とは使命がとても明確であるべき人ですか？
・Is an entrepreneur a person whose mission should be very clear?
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TRACK48
・しゃべり型 38：関係副詞
・１
・私はあなたがそれをした理由を理解しています。
・I understand the reason why you did it.
・否定文 私はあなたがそれをした理由を理解していません。
・I don't understand the reason why you did it.
・疑問文 あなたは私がそれをした理由を理解していますか？
・Do you understand the reason why I did it?

・2
・あなたは彼女を見た時間を覚えていません。
・You don't remember the time when you saw her.
・肯定文 私は彼女を見た時間を覚えています。
・I remember the time when I saw her.
・疑問文 あなたは彼女を見た時間を覚えていますか？
・Do you remember the time when you saw her?

・3
・彼は妻と会った場所を覚えていますか？
・Does he remember the place where he met his wife?
・肯定文 彼は妻と会った場所を覚えています。
・He remembers the place where he met his wife.
・否定文 彼は妻と会った場所を覚えていません。
・He doesn't remember the place where he met his wife.

・4
・あなたが毎日働く理由を私に教えてくれますか？
・Would you tell me the reason why you work every day?
・肯定文 私が毎日働く理由をあなたに教えましょう。
・I'll tell you the reason why I work every day.
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・否定文 私が毎日働く理由はあなたに教えません。
・I won't tell you the reason why I work every day.

・5
・あなたは飼い主たちのペットの扱い方に賛成ですか？
・Do you agree with the way the pet owners treat their pets?
・肯定文 私は飼い主たちのペットの扱い方に賛成です。
・I agree with the way the pet owners treat their pets.
・否定文 私は飼い主たちのペットの扱い方に賛成ではありません。
・I don't agree with the way the pet owners treat their pets.
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TRACK49
・しゃべり型 39：複合関係代名詞・副詞
・１
・私はあなたが行くところならどこでも行きます。
・I go wherever you go.
・否定文 私はあなたが行くところはどこにも行きません。
・I don't go wherever you go.
・疑問文 あなたは私が行くところならどこでも行きますか？
・Do you go wherever I go?

・2
・あなたは彼女の言うことはなんであれ信じないでしょう。
・You won't believe whatever she says.
・肯定文 あなたは彼女の言うことはなんであれ信じるでしょう。
・You will believe whatever she says.
・疑問文 あなたは彼女の言うことはなんであれ信じるでしょうか？
・Will you believe whatever she says?

3
・彼を知っている人はだれでも彼を尊敬します。
・Whoever knows him respects him.
・否定文 彼を知っている人はだれも彼を尊敬しません。
・Whoever knows him doesn't respect him.
・疑問文 彼を知っている人はだれでも彼を尊敬しますか？
・Does whoever knows him respect him?

・4
・私はそこに行くといつでも気分が良くなります。
・I feel better whenever I go there.
・疑問文 あなたはそこに行くといつでも気分が良くなりますか？
・Do you feel better whenever you go there?
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・5
・あなたにとってより都合のいい方を選んでください。
・Please choose whichever is more convenient for you.
・疑問文 あなたは自分にとってより都合のいい方を選びますか？
・Do you choose whichever is more convenient for you?
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TRACK500
・Chapter 6 しゃべり型レビュー：
・1) 私は東京に住んでいる男性を知っています。
・ I know a man ( who ) ( lives ) in Tokyo.
・2) 将来の私たちに影響する世界的な経済問題についてどう思いますか？
・ What do you think about the global economic issues ( which / that ) ( will )
( affect ) us in the future?
・3) 私は話したい考えがいくつかあります。
・ I have some ideas ( that ) ( I ) would ( like ) to talk about.
・4) 私は自分が着ているものが好きです。
・ I like ( what ) I’m ( wearing ) .
・5) あなたは自分が本当にしたいことをしていますか？
・ ( Are ) you doing ( what ) you really want to do?
・6) 彼は従業員がとても熱心な会社を経営しています。
・ He runs a company ( whose ) ( employees ) are really energetic.
・7) 私はあなたがそれをした理由を理解しています。
・
I understand the ( reason ) ( why ) you did it.
・8) 彼は妻と会った場所を覚えていますか？
・ ( Does ) he remember the ( place ) ( where ) he met his wife?
・9) 私はあなたが行くところならどこでも行きます。
・ I go ( wherever ) ( you ) go.

・10) 私はそこに行くといつでも気分が良くなります。
・ I feel better ( whenever ) ( I ) go there.
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TRACK51
・Chapter 6 しゃべり「型」エクササイズ
・Question 1
・W: Tell me the place where you are most relaxed.
・W: The place where I am most relaxed is my room. I can read books and listen to
music at my desk, and I can lie down when I feel tired.
・Question 2
・W: Please give some advice to young people who want to become a doctor.
・M: You need to study hard and always concentrate on whatever you’re doing.
Also, you should listen to people you talk to carefully, because it's really important
to communicate well with your patients in the future.
・Question 3
・W: Do you think parents should control their children’s use of smartphones?
・M: I think they should. This is because there are so many functions on the
smartphones and children can easily access the Internet. On the Internet, they will
find a lot of information, including fake news, which may lead them to dangerous
situations. Therefore, parents should control their children's use of smartphones in
order to protect them from the risk of accessing such incorrect information.
・W: I don't think so. Actually, it depends on the age of their children, but teenagers
can use their smartphones with caution. Also, there are some smartphones with
limited functions that are made for children, so if their parents are concerned about
their use, they can choose such smartphones.
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TRACK52
・しゃべり型 40：名詞のカタマリをつくる接続詞
・１
・私はそれを自分ができると確信しています。
・I'm sure that I can do it.
・否定文 私はそれを自分ができると確信していません。
・I'm not sure that I can do it.
・疑問文 あなたはそれを自分ができると確信していますか？
・Are you sure that you can do it?
・2
・あなたは彼が最善を尽くしていると思っていません。
・You don't think that he is doing his best.
・肯定文 あなたは彼が最善を尽くしていると思っています。
・You think that he is doing his best.
・疑問文 あなたは彼が最善を尽くしていると思っていますか？
・Do you think that he is doing his best?
・3
・彼らは私たちが東京にいることを知っていますか？
・Do they know that we are in Tokyo?
・肯定文 彼らは私たちが東京にいることを知っています。
・They know that we are in Tokyo.
・否定文 彼らは私たちが東京にいることを知りません。
・They don't know that we are in Tokyo.

・4
・私は、来月、その工場が閉鎖するというニュースを聞きました。
・I heard the news that the factory is closing next month.
・否定文 私は、来月、その工場が閉鎖するというニュースを聞いていませんで
した。
・I didn’t hear the news that the factory is closing next month.
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・疑問文 あなたは、来月、その工場が閉鎖するというニュースを聞きましたか？
・Did you hear the news that the factory is closing next month?

・5
・あなたは、私たちが将来違う惑星に住むだろうという予測に賛成ですか？
・Do you agree with the prediction that we will live on another planet in the future?
・肯定文 私は、私たちが将来違う惑星に住むだろうという予測に賛成です。
・I agree with the prediction that we will live on another planet in the future.
・否定文 私は、私たちが将来違う惑星に住むだろうという予測に賛成ではあり
ません。
・I don't agree with the prediction that we will live on another planet in the future.
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TRACK53
・しゃべり型 41：副詞のカタマリをつくる接続詞
・１
・晴れているので私は気分がいいです。
・I feel good because it's sunny.
・否定文 とても寒いので私は気分がよくないです。
・I don't feel good because it's very cold.
・疑問文 晴れているのであなたは気分がいいのですか？
・Do you feel good because it's sunny?

・2
・あなたは仕事をする時、何も食べません。
・You don't eat anything when you work.
・肯定文 あなたは仕事をする時、何かを食べます。
・You eat something when you work.
・疑問文 あなたは仕事をする時、何かを食べますか？
・Do you eat anything when you work?

・3
・私が外出している間、彼らはここに来ましたか？
・Did they come here while I was away?
・肯定文 あなたが外出している間、彼らはここに来ました。
・They came here while you were away.
・否定文 あなたが外出している間、彼らはここに来ませんでした。
・They didn't come here while you were away.

・4
・もし可能であれば、そのことについてもっと私に話していただけますか？
・If it's possible, could you tell me more about that?
・肯定文 もし可能であれば、そのことについてもっとあなたに話すでしょう。
・If it's possible, I will tell you more about that.
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・5
・それは難しい問題ですが、私たちはできるだけ早く解決しなくてはなりませ
ん。
・Although it's a difficult problem, we have to solve it as soon as possible.
・although 節内を否定形に
・それは難しい問題ではないのですが、私たちには解決するための時間が多く
必要です。
・Although it's not a difficult problem, we need a lot of time to solve it.
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TRACK54
・しゃべり型 42：時制の一致
・１
・私はそれが素晴らしいと思いました。
・I thought it was wonderful.
・否定文 私はそれが素晴らしいとは思いませんでした。
・I didn't think it was wonderful.
・疑問文 あなたはそれが素晴らしいと思いましたか？
・Did you think it was wonderful?
・2
・あなたは彼が料理人だったと知りませんでした。
・You didn't know that he had been a chef.
・肯定文 あなたは彼が料理人だったと知っていました。
・You knew that he had been a chef.
・疑問文 あなたは彼が料理人だったと知っていましたか？
・Did you know that he had been a chef?

・3
・彼女はあなたにそこに一度行ったことがあると伝えましたか？
・Did she tell you that she had been there once?
・肯定文 彼女は私にそこに一度行ったことがあると伝えてくれました。
・She told me that she had been there once.
・否定文 彼女は私にそこに一度行ったことがあると伝えませんでした。
・She didn't tell me that she had been there once.

・4
・あなたは私にいつか海外に行くだろうと言いました。
・You told me that you would go abroad someday.
・否定文 あなたは私にいつか海外に行くだろうとは言いませんでした。
・You didn't tell me that you would go abroad someday.
・疑問文 あなたは私にいつか海外に行くだろうと言いましたか？
・Did you tell me that you would go abroad someday?
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・5
・その教授は、人類は地球を守るためのよりよい方法を見つけられると言いま
した。
・The professor said that human beings could find a better way to protect the earth.
・否定文 その教授は、人類は地球を守るためのよりよい方法を見つけられると
言いませんでした。
・The professor didn't say that human beings could find a better way to protect the
earth.
・疑問文 その教授は、人類は地球を守るためのよりよい方法を見つけられると
言いましたか？
・Did the professor say that human beings could find a better way to protect the
earth?
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TRACK55
・しゃべり型 43：強調構文
・１
・これを持ってきたのは私です。
・It is I who brought this.
・否定文 これを持ってきたのは私ではありません。
・It isn't I who brought this.
・疑問文 これを持ってきたのはあなたですか。
・Is it you who brought this?

・2
・あなたが頼んだのはホットコーヒーではありません。
・It isn't hot coffee that you ordered.
・肯定文 あなたが頼んだのはホットコーヒーです。
・It is hot coffee that you ordered.
・疑問文 あなたが頼んだのはホットコーヒーですか？
・Is it hot coffee that you ordered?

・3
・彼女がイギリスに住んでいたのは去年でしたか？
・Was it last year that she lived in the UK?
・肯定文 彼女がイギリスに住んでいたのは去年でした。
・It was last year that she lived in the UK.
・否定文 彼女がイギリスに住んでいたのは去年ではありませんでした。
・It wasn't last year that she lived in the UK.

・4
・私が年に一度行くのはニューヨークです。
・It is New York that I go to once a year.
・否定文 私が年に一度行くのはニューヨークではありません。
・It isn't New York that I go to once a year.
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・疑問文 彼女が年に一度行くのはニューヨークですか？
・Is it New York that she goes to once a year?

・5
・この問題がまだ解決されていないのは、ほとんどの人が本当に気にかけてい
ないからです。
・It is because most people aren’t really concerned about the issue that it hasn't
been solved yet.
・否定文 この問題がまだ解決されていないのは、ほとんどの人が本当に気にか
けていないからではありません。
・It isn't because most people aren’t really concerned about the issue that it hasn't
been solved yet.

・疑問文 この問題がまだ解決されていないのは、ほとんどの人が本当に気にか
けていないからですか？
・Is it because most people aren’t really concerned about the issue that it hasn't
been solved yet?
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TRACK56
・しゃべり型 44：付加疑問文
・１
・私は鍵を持っていますよね？
・I have the key, don't I?

・2
・あなたはそれを知りませんでしたよね？
・You didn't know that, did you?

・3
・私たちは来週そこへ行く予定ですよね？
・We will go there next week, won't we?

・4
・それは答えるのがとても難しい問題ですよね？
・It is a very hard question to answer, isn't it?

・5
・彼らはその事柄についてまだ議論していないですよね？
・They haven't discussed the matter yet, have they?
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TRACK57
・Chapter 7 しゃべり型レビュー：
・1) 私はそれを自分ができると確信しています。
・ I'm ( sure ) ( that ) I can do it.

・2) 私は、来月、その工場が閉鎖するというニュースを聞きました。
・ I heard the ( news ) ( that ) the factory is closing next month.

・3) 晴れているので私は気分が良いです。
・ I ( feel ) good ( because ) it's sunny.

・4) もし可能であれば、そのことについてもっと私に話していただけますか？
・ ( If ) it's possible, ( could ) you tell me more about that?

・5) 私はそれが素晴らしいと思いました。
・ I ( thought ) it ( was ) wonderful.

・6) あなたは私にいつか海外に行くだろうと言いました。
・ You ( told ) me that you ( would ) go abroad someday.

・7) あなたが頼んだのはホットコーヒーではありません。
・
( It ) isn't hot coffee ( that ) you ordered.

・8) 彼女がイギリスに住んでいたのは去年でしたか？
・
Was ( it ) last year ( that ) she lived in the UK?

・9) あなたはそれを知りませんでしたよね？
・
You didn't know that, ( did ) ( you ) ?

・10) それは答えるのがとても難しい問題ですよね？
・ It is a very hard question to answer, ( isn't ) ( it ) ?
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TRACK58
・Chapter 7 しゃべり「型」エクササイズ
・Question 1
・M: Do you think people should read a newspaper?
・M: Yes, I think so. We can get valuable information by reading a newspaper. The
news and information in the newspapers must be checked by editors before being
published, so newspapers are reliable.
・W: No, I don't think so. You can read news on the Internet more easily than you
can read a newspaper. If you want to know about a certain topic, you can search
for the keyword on the news website and you can find some information about it
soon. Also, on the Internet, you can watch movies. It is movies that tell you more
and faster about the news than words on newspapers.

・Question 2
・M: Some people say that many people work too hard in the cities. What do you
think about that?
・W: I think so. Especially office workers work too long. For example, in Tokyo, most
workers work from early morning to late at night on weekdays, so they are really
exhausted. Recently the problem of overwork is in the news and even the
government is concerned about it.
・M: I don't think so. Some people work hard no matter where they are, and others
have more free time outside work and enjoy their lives. These days, new working
styles, such as flexible work hours or working from home, are getting more common
in a lot of companies. Workers can choose their ideal working style which fits their
lifestyle.

・Question 3
・If artificial intelligence improves in the future, what kind of changes do you expect?
・W: Some people say that AI will change our present world because it can take
over a lot of tasks that we do now. It can manage easy tasks, such as calculating
at stores or guiding visitors in museums or hotels. Then, people can concentrate on
more complicated and creative tasks. AI will help us to make a more exciting world.
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