
SITUATION  

DIALOGUE   

Directions: First repeat after your tutor and then practice each role. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。  
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Level B1 General English 

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。  

I looked everywhere  

for my glasses. 
めがねをあちこち探しました。 

1 

2 

3 

4 

Jiro is visiting his friend Kazu. 

次郎は友人のカズを尋ねています。 

Jiro  : Oh, you’re not wearing your glasses 

today.  

 

Kazu: I think I’ve lost them. 

 

Jiro  : Have you checked the sofa? 

      

Kazu: Yes. I looked everywhere for my 

glasses. 

  

Jiro  : Calm down and check your bag again. 

 

Kazu: Oh, you were right! Here they are, I 

can’t believe I missed them. 

次郎： 
あれ、今日はめがねを掛けていないん
だね。 

 

カズ： 
失くしちゃったと思うんだ。 

 

次郎： 
ソファは確かめたの？ 

 

カズ： 
うん、めがねをあちこち探したよ。 

 

 

次郎： 

落ち着いてかばんの中をもう一度確か
めてみなよ。 
 
カズ： 

あれれ、君の言う通りだ！ここにあった
よ、見逃していたなんて信じられないよ。 

miss 逃がす lost       失くした（loseの過去形、過去分詞形） 

believe  信じる 
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LANGUAGE FOCUS  

Indefinite Pronouns: any / some / no + one, body, thing, where  
不定代名詞： any / some / no + one, body, thing, where 

肯定文(some/no) 

今日のポイント 

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。  

否定文と疑問文(any) 

誰もミーティングには来ません。 

私には何も言うことはありません。 

ACTIVITY 
練習 

5 

6 

Positive sentences (some / no) 

テーブルをきれいにするための何かが必要です。 I need something to clean the table. 

No one is coming to the meeting. 

Let’s meet somewhere at 5:00 pm. 

I have nothing to say. 

Negative sentences and questions  

(any) 

   I don’t have anything to say. 

   Is anyone in that room? 

   I can’t find anywhere for the meeting. 

   Does anybody want cake? 

Activity 1: Make some sentences using the following words. 
練習1： 下記の語を使っていくつか文を作ってみましょう。 

 
 for example, “There is someone in your garden.”   

どこかで午後５時に会いましょう。 

Hints 
ヒント 

Activity 2: Ask your tutor some questions. For example “Do you  

                have anything interesting in your bag?”, “Have you  

                ever met anyone famous?” 
練習2： 先生に習った表現を使っていくつか質問をしてみましょう。 

something anything somewhere 

nobody someone nothing 

some and no are usually 

only used in positive  

sentences but sometimes  

we use them when making  

offers. 

Would you like something to drink? 

Would you like someone to help you? 

Making Offers 

Lesson 19 
Using Indefinite Pronouns 

不定代名詞の使い方 
Level B1 General English 

何も言うことはありません。 

誰かその部屋にいますか？ 

ミーティングの場所がどこだかわかりません。 

誰かケーキはいりませんか？ 

I looked everywhere  

for my glasses. 
めがねをあちこち探しました。 
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