
SITUATION  
Yuta is talking with Steve about their friend Don. 
ユウタはスティーブと友達のドンについて話しています。	

Yuta  : Steve, I just got a postcard from Don. 
 
Steve: Really? How is he? 
	
Yuta  : It seems he is really enjoying backpacking in Australia 

by himself. 
	
Steve: That’s great. Where is he now?	
 
Yuta  : He flew into Sydney and then headed up the coast to  
            Cairns. Now, he is there. 
	
Steve: Wow. I didn’t know that he was such an adventurer.  
            Do you know when he will come back? 
	
Yuta  : I have no idea when he will be back. I guess he wants 

to have fun for a while. 

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。 	

ユウタ：　 
スティーブ、ちょうど今ドンからポストカードが
届いたよ。	
	
スティーブ：	
ほんと？彼元気？	
	
ユウタ：	
本当にオーストラリアでバックパックの一人旅
を楽しんでるみたいだよ。	

	
スティーブ：	
それはいいね。今彼はどこにいるの？	
	
ユウタ：	
シドニーに飛行機で着いてから海岸沿いをケ
アンズまで上がって行ったところだよ。今彼は
そこにいるよ。	
	
スティーブ：	
へぇ。彼がそんな冒険家だったなんて知らな
かったよ。いつ帰ってくるの？	

	
ユウタ：	
いつ帰ってくるのかわからないな。しばらくは
楽しみたいんじゃないかな。	
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fly into　        ～に飛行機で着く 　  　　   　have fun　    楽しむ	

head up to　  ～の方へ行く                    for a while　  しばらくは 
adventurer　  冒険家       　     

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 have no idea when he will 
be back. 
彼がいつ帰ってくるかわからないよ。	
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LANGUAGE FOCUS  

No VS Not 
NoとNotの違い	

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。 	

私は次に何をすれば良いかわからなかった。	

私は何も見なかった。	

私には車を買うのに十分なお金がなかった。	

I can’t talk to you now. I have no time. 

ACTIVITY 
練習	

1.  Do you have any idea about your summer vacation?	

5 

6 

I do not have enough money to buy a car. 　 

We had to walk because there were no  
buses. 

私たちはバスがなかったので歩かなければ
ならなかった。	

I did not see anything. 

　 

2.　Is there a station near here?    

3.　Where are you going?     

	

4.  Do you have any food in the fridge? 

 

5.  Is there a pet store near your home? 

 

6.  Do you have any idea where your boss was born?	

Activity : Answer your tutor’s questions by using no/not. 
練習：　no/notを使って先生の質問に答えてみましょう。 	

今は話ができません。時間がないので。 

I have no idea what to do next. 

Hints 
ヒント	

Do you have any idea~?
何かアイデアはありますか？	

	

Is there~?         
～がありますか？	
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彼がいつ帰ってくるかわからないよ。	
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I have no idea when he will 
be back. 


