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1.

	 (																																																)	to	go	for	a	drink	tonight?	

	 That	(																																																)	like	a	great	idea.

2.

	 It’s	(																																																)	in	here,	isn’t	it?

	 (																																																)	turn	on	the	air	conditioner?

3.

	 Do	you	know	(																																																)	Ms.	Butler	is?

	 She’s	having	a	meeting	(																																																).

4.

	 (																																																)	will	the	shipment	arrive?	

	 Between	one	and	two	(																																																).

5.

	 You’ve	(																																																)	that	new	Indian	
restaurant,	haven’t	you?	

	 No,	I’ve	been	so	busy	that	I	haven’t	had	(																																			
													).

1.	 (	Would you like	)	to	go	for	a	drink	tonight?	
今夜飲みに行きませんか？

	 That	(	sounds	)	like	a	great	idea.
それはいいですね。

Would you like は人に勧めたり提案したりするときに使う。

2.	It’s	(	hot	)	in	here,	isn’t	it?
ここは暑いですよね。

	 (	Why don’t you	)	turn	on	the	air	conditioner?
エアコンをつけたらどうですか？

Why don’t you は「何でやらないの」＝「やった方がいいでしょ」というニュ
アンスで提案をするときに使う。

3.	Do	you	know	(	where	)	Ms.	Butler	is?
バトラーさんはどこにいるか知りませんか？

	 She’s	having	a	meeting	(	on the third floor	).
彼女は3階で会議中です。

質問の核となるのは whereで、文頭の Do you know は重要ではない。

4.	(	When	)	will	the	shipment	arrive?	

荷物はいつ届きますか？

	 Between	one	and	two	(	this afternoon	).

今日の午後1時から2時の間です。

文頭のWhenが重要。

5.	You’ve	(	been to	)	that	new	Indian	restaurant,	haven’t	you?	

あなたはあの新しいインド料理の店に行ったことがありますよね。

	 No,	I’ve	been	so	busy	that	I	haven’t	had	(	the chance	).

いいえ、すごく忙しくてまだその機会がありません。

have been to で「～にいったことがある」という意味。
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6.

	 (																																																)	are	you	open	on	weekends?	

	 (																																																)	nine.	

7.

	 Could	you	please	(																																																)	the	music		
(																																																)?	

	 Oh,	(																																								).	I	didn’t	know	you	were	reading.

8.

	 Do	you	want	the	certificate	(																																																)	to	
you	or	would	you	rather	(																																																)?

	 I’ll	(																																																)	and	get	it.

9.

	 (																																							)	does	it	take	for	the	delivery	to	arrive?	

	 Usually	(																																																)	days.

10.

	 (																																																)	your	umbrella,	is	it?

	 Yes.	I	just	(																																																)	this	morning.

6.	(	How late	)	are	you	open	on	weekends?	
週末は何時まで空いていますか？

	 (	Until	)	nine.	
9時までです。

How late 「どのくらい遅くまで」を使い閉店時間を尋ねる質問。

7.	 Could	you	please	(	turn	)	the	music(	down	)?	
音楽の音を小さくしてもらえますか？

	 Oh,	(	sorry	).	I	didn’t	know	you	were	reading.
ああ、すいません。読んでる最中とは知りませんでした。

音楽がうるさいので音量を下げてくれと言われているという状況を把握する
と sorryと謝るのが自然。

8.	Do	you	want	the	certificate	(	sent	)	to	you	or	would	you	rather		
(	pick it up)?
証明書はお送りした方がよろしいですか、それとも取りに来られますか？

	 I’ll	(	come over	)	and	get	it.
取りに来ます。

pick it upと come over and get itが同じ意味になる。

9.	(	How long	)	does	it	take	for	the	delivery	to	arrive?	
配送品が届くのにどのくらいかかりますか？

	 Usually	(	three to four	)	days.
通常は3日から４日です。

How long does it take で所要時間を問う表現。

10.	 (	That’s not	)	your	umbrella,	is	it?		
あれはあなたの傘ではありませんよね。

	 Yes.	I	just	(	bought it	)	this	morning.
私のです。今朝買ったばかりなんです。

Yesはここでは、Yes, it is my umbrella.の意味。
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11.

	 Do	you	know	(																																											)	the	conference	
center	from	Hamilton	Street?

	 (																																									),	I’d	take	a	bus	from	Central	Station.

12.

	 Becky	is	(																																																)	soon,	isn’t	she?	

	 (																																																)	what	her	plans	are.

13.

	 I	don’t	know	(																																											)	operate	this	machine.	

	 I	can	(																																											)	you	in	half	an	hour.

14.

	 I	thought	you	(																																																)	leave	for	
Vancouver	today.

	 My	trip	has	been(																																																).

15.

	 (																																																)	turn	on	this	cash	register?	

	 (																																														)	the	blue	button	near	the	screen.

11.	 Do	you	know	(	how to get to	)	the	conference	center	from	
Hamilton	Street?
ハミルトン・ストリートからコンフェレンスセンターへどう行けばいいかご存知ですか？

	 (	If I were you	),	I’d	take	a	bus	from	Central	Station.
私なら、セントラル・ステーションからバスに乗ります。

how to get to は行き方をたずねる表現。If I were youはアドバイスをする
ときに使う。

12.	 Becky	is	(	leaving	)	soon,	isn’t	she?	
ベッキーはもうすぐ辞めるんですよね。

	 (	I’m not sure	)	what	her	plans	are.
彼女の予定がどうなのか私はよく知りません。

I’m not sureは質問に対する答えがよくわからない場合の応答。

13.	 I	don’t	know	(	how to	)	operate	this	machine.	
この機械の操作方法がわかりません。

	 I	can	(	show	)	you	in	half	an	hour.
30分後に私が教えてあげますよ。

how to operateで「どのように操作するか」＝「操作方法」という意味。
showは「教える」という意味もある。

14.	 I	thought	you	(	were going to	)	leave	for	Vancouver	today.
あなたは今日バンクーバーへ発つんだと思っていました。

	 My	trip	has	been(	postponed	).
旅行は延期になったんです。

were going toで実行されなかった過去の予定を表す。

15.	 (	How do you	)	turn	on	this	cash	register?	
どうやってこのレジの電源を入れるんですか？

	 (	Press	)	the	blue	button	near	the	screen.
画面の近くにある青いボタンを押してください。

How do youはやり方をたずねる表現。
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16.

	 (																																													)	buy	a	new	pair	of	hedge	clippers.

	 (																																													)	go	to	the	new	hardware	store	
down	the	street.

17.

	 (																																																)	going	to	set	up	the	table	and	
chairs	for	the	party?	

	 We	have	to	do	it	(																																																).

18.

	 (																																															)	a	new	supermarket	opened	on	
North	Avenue?	

	 Actually,	it’s	been	there	(																																															)	months.	

19.

	 Is	the	president	(																																																)	next	week?	

	 (																																																)	I’ve	heard.

20.

	 (																																																)	was	your	flight	delayed?	

	 Because	a	fire	alarm	(																																											)	in	the	cargo	area.

16.	 (	I need to	)	buy	a	new	pair	of	hedge	clippers.
新しい刈り込みバサミを買わなくちゃならないんですが。

	 (	You should	)	go	to	the	new	hardware	store	down	the	street.
この先の新しいホームセンターに行ったらいいですよ。

平叙文（普通の文）に対して平叙文で応じている。

17.	 (	Who’s	)	going	to	set	up	the	table	and	chairs	for	the	party?	
誰がパーティのテーブルとイスを準備するんですか？

	 We	have	to	do	it	(	ourselves	).
私たち自身でやらなければなりません。

文頭のWhoが重要。

18.	 (	Did you know	)	a	new	supermarket	opened	on	North	
Avenue?	
ノース・アベニューに新しいスーパーがオープンしたことを知っていましたか？

	 Actually,	it’s	been	there	(	for a few	)	months.	
実は、もう2、3ヶ月になるんですよ。

Did you knowは相手が知っているかどうか尋ねるときに使う。

19.	 Is	the	president	(	visiting us	)	next	week?	
来週私たちのところへ社長が来るんですか？

	 (	That’s what	)	I’ve	heard.
私はそう聞きました。

That’s what I’ve heard.で相手が言ったことと自分が既に人伝えに聞いた
情報が一致していることを示す。

20.	 (	Why	)	was	your	flight	delayed?	
どうしてあなたの飛行機は遅れたんですか？

	 Because	a	fire	alarm	(	went off	)	in	the	cargo	area.
貨物室で火災警報器が鳴ったからです。

Whyで理由が問われ、Because を使った文で理由を説明している。
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21.

	 Is	Mr.	Adams	here	today,	or	is	he	still	(																																												)?	

	 He’ll	(																																																)	on	Tuesday.

22.

	 Did	you	(																																																)	a	copy	of	the	report	I	
sent	you	on	Monday?	

	 No.	Do	you	have	an	(																																																)?

23.

	 Are	we	(																																																)	be	at	the	awards	
ceremony	on	Saturday?	

	 I	don’t	(																																																).

24.

	 (																																																)	people	have	applied	for	the	
receptionist	position?	

	 I	figure	(																																																)	twenty.

25.

	 The	shipment	from	AKB	Industries	is	arriving	today,	
(																																																)?	

	 Yes,	(																																																)	not	until	four.	

21.	 Is	Mr.	Adams	here	today,	or	is	he	still	(	out of town	)?	
今日は、アダムスさんはいらっしゃいますか、それともまだ出張中ですか？

	 He’ll	(	be back	)	on	Tuesday.
彼は火曜日に戻ります。

will be back で「戻る」という意味。「火曜日に戻る」と言うことで、今は
いないことを伝えている。

22.	 Did	you	(	bring	)	a	copy	of	the	report	I	sent	you	on	Monday?	
私が月曜日にあなたにお送りしたレポートを持参されましたか？

	 No.	Do	you	have	an	(	extra	)?
いいえ、予備はありますか？

送ってもらったレポートを持って来なかったので、予備があったら欲しいと
いう流れをつかむことが大切。

23.	 Are	we	(	supposed to	)	be	at	the	awards	ceremony	on	
Saturday?	
私たちは土曜日の授賞式に行くことになっていますか？

	 I	don’t	(	think so	).
その必要はないと思います。

be supposed to で「～することになっている」という意味。

24.	 (	How many	)	people	have	applied	for	the	receptionist	position?	
受付職に何名の人が応募していますか？

	 I	figure	(	at least	)	twenty.
少なくとも20名はいると思います。

How manyは数を尋ねるとき使う。

25.	 The	shipment	from	AKB	Industries	is	arriving	today,	(	right	)?	
AKB工業からの荷物は今日届くんですよね。

	 Yes,	(	but	)	not	until	four.	
ええ、でも4時以降です。

文末に right? を付けることで普通の文が疑問文になる。
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26.

	 (																																																)	the	lecture	was	excellent?	

	 Yes,	(																																																)	very	informative.

27.

	 (																																													)	a	faster	way	to	get	a	building	permit?	

	 (																																													)	submitting	your	application	by	e-mail.

28.

	 Why	does	Mr.	Johnson	want	to	hire	a	(																																							)	
secretary?

	 He	has	several	(																																																).

29.

	 Do	we	have	(																																																)	envelopes,	or	
should	I	order	more?	

	 We	still	have	(																																																).

30.

	 Do	you	know	(																																																)	Mr.	Gardner	is	
going	to	New	York	next	week?	

	 (																																																)	a	conference.

26.	 (	Didn’t you think	)	the	lecture	was	excellent?	
素晴らしい講義だったと思いませんか？

	 Yes,	(	I found it	)	very	informative.
ええ、大変参考になりました。

I find / found it ～は「～だと思う／思った」という意味で、感想を述べると
きに使う。

27.	 (	Is there	)	a	faster	way	to	get	a	building	permit?	
建築許可を取るのに早い方法はありませんか？

	 (	You could try	)	submitting	your	application	by	e-mail.
申請書をメールで送ることができます。

You could tryはアドバイスをする表現。

28.	 Why	does	Mr.	Johnson	want	to	hire	a	(	bilingual	)	secretary?
ジョンソンさんはなぜバイリンガルの秘書を雇いたいんですか？

	 He	has	several	(	Chinese clients	).
中国人の顧客が何人かいるからです。

 中国人の顧客がいるからバイリンガルの秘書が欲しいという意味のかみ合わ
せがポイント。

29.	 Do	we	have	(	enough	)	envelopes,	or	should	I	order	more?	
封筒は足りていますか、それとももっと注文するべきですか？

	 We	still	have	(	plenty	).
まだたくさんあります。

plentyは封筒がたくさんあることを表す。

30.	 Do	you	know	(	why	)	Mr.	Gardner	is	going	to	New	York	next	
week?	
ガードナーさんが来週なぜニューヨークへ行くのかご存知ですか？

	 (	To attend	)	a	conference.
会議に出るためです。

Do you knowで始まる質問はその直後の疑問詞（ここでは why）が重要。
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31.

	 (																																																)	room	should	we	use	for	our	
meeting	today?	

	 (																																																)	one	is	fine.

32.

	 (																																																)	attach	a	copy	of	my	ID	to	this	form?	

	 No,	that	won’t	be	(																																																).

33.

	 (																																															)	I	have	to	fill	out	this	form	again?		

	 (																																															)	Mr.	Gonzales	in	personnel.

34.

	 How	did	you	finish	the	report	(																																																)?	

	 Charles	(																																																)	the	data	analysis.

35.

	 Do	you	remember	(																																																)	we	last	had	
a	meeting	with	JK	Associates?	

	 At	the	(																																																)	April.

31.	 (	Which	)	room	should	we	use	for	our	meeting	today?	
今日の会議にはどちらの部屋を使いましょうか？

	 (	Either	)	one	is	fine.
どちらでも結構です。

Eitherは「どちらでも」という意味を表す。

32.	 (	Do I have to	)	attach	a	copy	of	my	ID	to	this	form?	
この用紙に私の身分証明書のコピーを添付する必要がありますか？

	 No,	that	won’t	be	(	necessary	).
いいえ、その必要はありません。

Do I have toは必要があるかどうか尋ねる表現。

33.	 (	Do you know if	)	I	have	to	fill	out	this	form	again?		
もう一度この用紙に記入しなければならないのかどうかご存知ですか？

	 (	Ask	)	Mr.	Gonzales	in	personnel.
人事課のゴンザレスさんに聞いてください。

「知っていますか」という質問に対して「知らない」と答える代わりに「ゴ
ンザレスさんに聞いて」と対処法を示している。

34.	 How	did	you	finish	the	report	(	so quickly	)?	
どうやってレポートをそんなに早く仕上げたんですか？

	 Charles	(	helped me with	)	the	data	analysis.
チャールズがデータ分析を手伝ってくれたんです。

Howを使って方法を問う質問。

35.	 Do	you	remember	(	when	)	we	last	had	a	meeting	with	JK	
Associates?	
JKアソシエイツと最後に会議をしたのはいつだったか覚えていますか？

	 At	the	(	end of	)	April.
4月末です。

Do you rememberの後ろの whenが質問の核。
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36.

	 Hello.	(																																																)	cancel	my	reservation	
for	April	5.	

	 (																																																)	have	your	name	please?

37.

	 (																																																)	the	extension	number	for	Ms.	
Mondale’s	office?	

	 (																																																)	9894.

38.

	 (																																														)	did	Anna	leave	work	early	today?	

	 She’s	got	a	dentist	(																																																)	at	four	thirty.

39.

	 (																																																)	did	they	say	Ms.	Roberts	would	
arrive?	

	 She	should	be	here	(																																																).

40.

	 The	train	(																																																)	at	six	thirty.	

	 Then	we’d	(																																																)	hurry.

36.	 Hello.	(	I’d like to	)	cancel	my	reservation	for	April	5.	

もしもし、4月5日の予約を取り消したいのですが。

	 (	May I	)	have	your	name	please?

お名前をお願いします。

I’d like toは希望を伝える丁寧な表現。

37.	 (	What’s	)	the	extension	number	for	Ms.	Mondale’s	office?	

モンデールさんのオフィスの内線番号は何番ですか？

	 (	It’s	)	9894.

9894番です。

extension numberは内線番号。

38.	 (	Why	)	did	Anna	leave	work	early	today?	

アンナはなぜ今日早く退社したのですか？

	 She’s	got	a	dentist	(	appointment	)	at	four	thirty.

4時半に歯医者の予約が入っているからです。

Whyを使った質問に対しては理由として適切な応答が求められる。

39.	 (	When	)	did	they	say	Ms.	Roberts	would	arrive?	

彼らはロバーツさんがいつ到着すると言っていましたか？

	 She	should	be	here	(	by now	).

もうすでに、来ているはずの時間です。

Whenを使った質問で時が問われる場合、このような応答も可能。

40.	 The	train	(	leaves	)	at	six	thirty.	

列車は6時半に出ます。

	 Then	we’d	(	better	)	hurry.

では私たちは急がないといけませんね。

We’d betterで「私たちは～しないといけない」という意味。
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41.

	 Where	is	(																																							)	to	go	for	a	good	French	dinner?	

	 Nicole’s	on	Jameson	Street	is	(																																																).

42.

	 Isn’t	the	monthly	report	(																																																)	soon?	

	 That’s	right.	The	(																																					)	is	the	day	after	tomorrow.

43.

	 (																																																)	sent	you	this	file?	

	 Ms.	Randle	(																																																)	last	week.

44.

	 (																																																)	can	I	buy	tickets	for	tonight’s	
performance?	

	 At	the	(																																																)	in	Sheraton	Plaza.

45.

	 Do	you	need	to	(																																																)	immediately,	or	
can	you	(																																																)	ten	minutes?	

	 I’m	sorry,	but	(																																																)	right	this	minute.

41.	 Where	is	(	the best place	)	to	go	for	a	good	French	dinner?	
おいしいフランス料理のディナーを食べるにはどこが一番いいですか？

	 Nicole’s	on	Jameson	Street	is	(	quite good	).
ジェームソン・ストリートにあるニコルズがかなりいいですよ。

Where is the best place to ～で行き先についてのアドバイスを求める表現。

42.	 Isn’t	the	monthly	report	(	due	)	soon?	
もうすぐ月次報告書の締め切りではありませんか？

	 That’s	right.	The	(	deadline	)	is	the	day	after	tomorrow.
そうです。締め切りはあさってです。

質問と応答で dueと deadlineの言い換えが行われている。

43.	 (	Who	)	sent	you	this	file?	
誰がこのファイルをあなたに送ってきたのですか？

	 Ms.	Randle	(	did	)	last	week.
先週ランドルさんが送ってくれました。

Whoの質問に対して人の情報が答えになる基本タイプ。

44.	 (	Where	)	can	I	buy	tickets	for	tonight’s	performance?	
今夜の公演のチケットはどこで買えますか？

	 At	the	(	box office	)	in	Sheraton	Plaza.
シェラトンプラザにあるチケット売り場で買えます。

Whereの質問に対して場所を答える基本タイプ。

45.	 Do	you	need	to	(	leave	)	immediately,	or	can	you	(	wait	)	ten	
minutes?	
すぐ行く必要がありますか、それとも10分お待ちいただけますか？

	 I’m	sorry,	but	(	I’ve got to go	)	right	this	minute.
すいません、今すぐ出なくてはなりません。

need to leaveが I’ve got to goに対応している。
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46.

	 The	restaurant	was	full,	and	we	didn’t		
(																																																).	

	 So	(																																																)	did	you	have	dinner?

47.

	 (																																												)	inviting	Mr.	Greenwood	to	the	party?	

	 That	sounds	(																																																).

48.

	 (																																																)	did	you	pick	up	your	laptop?	

	 I	(																																																)	to	my	office	this	morning.

49.

	 (																																																)	to	order	now?	

	 (																																																).	I	need	another	minute	or	so.	

50.

	 (																																																)	bring	these	boxes	to	the	
storeroom	please?	

	 I’ll	do	that	(															).

46.	 The	restaurant	was	full,	and	we	didn’t	(	have a reservation	).	
レストランは満席で、私たちは予約もしていませんでした。

	 So	(	where	)	did	you	have	dinner?
それであなた方はどこで夕食をとったのですか？

ある発言に対して質問で応じるというのも自然な会話の流れ。

47.	 (	How about	)	inviting	Mr.	Greenwood	to	the	party?	
パーティにグリーンウッドさんを招待するのはどうでしょう？

	 That	sounds	(	good to me	).
わたしはいいと思います。

How about は提案するときに使う表現。

48.	 (	When	)	did	you	pick	up	your	laptop?	
いつノートパソコンを取りに行ったんですか？

	 I	(	had it delivered	)	to	my	office	this	morning.
今朝オフィスに届けてもらいました。

「いつ取りに行ったか」という質問に対して、「今朝届けてもらった」という
ひねりが入った応答。

49.	 (	Are you ready	)	to	order	now?	
ご注文はお決まりですか？

	 (	Not yet	).	I	need	another	minute	or	so.	
まだです。もうちょっとかかります。

Not yetでまだ準備が整っていないことを表す。

50.	 (	Could you	)	bring	these	boxes	to	the	storeroom	please?	
これらの箱を物置に運んでくださいますか？

	 I’ll	do	that(	right away	).
すぐやります。

Could youは人に何か頼むときに使う表現。
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51.

	 Do	you	(																																													)	Italian	or	Chinese	tonight?

	 Which	would	you	(																																																)	?	

52.

	 How	are	we	(																																																)	the	exhibition	hall?	

	 The	(																																																)	would	get	us	there	fastest.

53.

	 (																																																)	here	know	how	to	access	the	
server	in	the	main	office?		

	 (																																																)	Sandra	does.

54.

	 Who’s	going	to	(																																																)	Tina’s	position	
after	she	leaves?	

	 (																																																)	yet.

55.

	 (																																																)	Bob	today?	

	 He’s	(																																											)	his	clients	on	a	tour	of	the	plant.

51.	 Do	you	(	want to have	)	Italian	or	Chinese	tonight?	
今夜はイタリアンと中華とどちらが食べたいですか？

	 Which	would	you	(	prefer	)?	
あなたはどちらがいいですか？

質問に対して質問で答えるタイプ。

52.	 How	are	we	(	getting to	)	the	exhibition	hall?	
私たちは展示会場へどうやって行くのですか？

	 The	(	train	)	would	get	us	there	fastest.
そこへは列車が1番早いでしょう。

How と get to を組み合わせて行き方（交通手段等）を尋ねることができる。

53.	 (	Does anyone	)	here	know	how	to	access	the	server	in	the	
main	office?		
誰か本社のサーバーにアクセスする方法を知っている人はここにいませんか？

	 ( I think	)	Sandra	does.
サンドラが知っていると思います。

Does anyone ～で人に関して尋ねている。

54.	 Who’s	going	to	(	take over	)	Tina’s	position	after	she	leaves?	
ティナがやめた後は誰が彼女の仕事を引き継ぐのですか？

	 (	We don’t know	)	yet.
まだわかりません。

「まだわからない」というのはいろいろな質問の応答になり得る。

55.	 (	Have you seen	)	Bob	today?	
今日ボブを見ましたか？

	 He’s	(	taking	)	his	clients	on	a	tour	of	the	plant.
彼はクライアントを工場見学に連れて行っています。

「ボブを見ましたか」という質問からこの人がボブを探していることがわか
る。
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