コア・カンバセーションの確認

STEP 1 のコア・カンバセーションのトランスクリプションです。語注も参考に
しながら、内容を確認してください。（訳は p.60）

Kaori: Hello, John. How is your first day? Is everything
OK?
John: Yes. But I think this coffee maker is broken. Is
this the start button?
Kaori: Yes. But first you...uh...what is the word?
John: I have to plug it in. Sorry. I’m not good with
machines.
Kaori: I can see that. That’s OK.
Um, what is your job here?
John: I’m a computer programmer.
Kaori: Are you really a computer
programmer?
John: Just kidding. I’m in overseas marketing. How
about you?
Kaori: I’m a, um, software analyst.
John: Wow. That’s impressive. By the way, where are
you from, Kaori?
Kaori: I’m from Sendai, in Miyagi prefecture. It isn’t so
interesting.
John: Yes, it is! That’s the real Japan. Oh, the coffee’s
ready. Would you like some?
Kaori: Yes please, thank you.

STEP 4

▼
▼

STEP 3

▼
▼

第2章

STEP 2 の解答・解説

STEP 2 で行った応答練習の解答と解説です。左ページにあるコア・カンバセー
ションのスクリプトとあわせて、解答の確認をしましょう。

be 動詞の疑問文に対する 答えのパターンはいろいろです。“Is he happy?”
という疑問文に対する答えを示すと、一番短いものから次のようになります。
① Yes.
② Yes, he is.
③ Yes, he is very happy.
④ Yes, he is. He is very happy.

① のように簡単に答えてもいいですが、それではぶっきらぼうな感じにな
付け加えた方がいいです。ただ、この段階では、あまり「無理をして」話す必
要はありません。無理して話すと変な英語が身に付いてしまいますから。
【応答練習の解答】

1. John’s first day is not OK.
False
2. Kaori is not from Nagano
prefecture.
True
3. John is not good with machines.
True
4. Kaori is from Tokyo?
No. / No, she is from Sendai.
5. John is in overseas marketing?

【応答練習の訳】
1. John の初日は大丈夫ではありません。
誤

2. Kaori は長野県の出身ではありません。
正

broken: 壊れた
What is the word?: 単語は何だっけ？（単

語 が 出 て こ な い と き に 使 う ス ト ラ テ ジ ー。
p .63 参照）
plug: 挿し込む
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正

just kidding: 冗談です
analyst: アナリスト、分析者
impressive: すばらしい
prefecture: 県

No.
No, he is not.
No, he is unhappy.
No, he is not. He is unhappy.

ってしまうこともありますので、本当は、②③④のように、もう少し情報を

3. John は機械に強くありません。

【語注】

be 動詞②

4. Kaori は東京出身ですか？
いいえ。彼女は仙台の出身です。

5. John は海外マーケティング部ですか？
はい、そうです。

Yes. / Yes, he is.
6. The coffee maker is broken?
No. / No, it’s not broken.
7. Is John good with machines?
No, he is not good with
machines.
8. Is John a computer
programmer?
No, he is in overseas marketing.
9. Is Kaori a software analyst?
Yes. / Yes, she is.

6. コーヒーメーカーは壊れていますか？
いいえ。壊れていません。

7. John は機械に強いですか？
いいえ。彼は機械に強くありません。

8. John はコンピュータ・プログラマーで
すか？
いいえ。彼は海外マーケティング部で
す。

9. Kaori はソフトウェア・アナリストです
か？
はい、そうです。
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