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Jill: How are you today? こんにちは。 お元気？ 

Jack: I’m fine, thank you.  And you? 元気だよ。 君はどう？ 

Jill: I’m fine, too.  Thank you! 

What are your plans for this 

weekend? 

元気よ。 ありがとう。 

今週末は何をしているの？ 

Jack: I don’t have much planned.  How 

about you? 

Do you have any plans for this 

weekend? 

特に予定はしてないけど。 

君は？ 

今週末は何か予定があるの？ 

Jill: I’m planning to have a barbecue with 

my friends on Saturday.  

Would you like to come join us?  

It will be at my house. 

土曜に友達とバーベキューをする予定

よ。 よかったら一緒にしない？ 場

所は私の家よ。 

Jack That sounds like a great idea! 

I would love to.  

Thank you for inviting me.  

Would you like me to bring anything, 

like meat, corn, chips, soda, and… 

すごく楽しそう！ 

是非行きたいな。 

誘ってくれてありがとう。 

何か持参しようか。 肉とかトウモロ

コシとか、スナック類とか、サイダー

系のものとか．．． 

Jill: Soda sounds good! ソーダお願いしようかしら。 

Jack: O.K. I can bring soda.  

Anything else I can bring? 

オッケー。 ではソーダを持っていく

よ。 他に持ってきてほしいものあ

る？ 

Jill: Umm…, actually, if you wouldn’t 

mind, could you grab some chips as 

well?   

えーっと、そうねえ、もしよかったら

だけど、スナック類もお願いできるか

しら。 
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Jack: Sure!!!  Should I bring some salsa 

and guacamole for the chips? 

了解。 サルサとグアカモレも買って

こようか。注釈１． 

Jill:  Yes, please!! The truth is, I’ve been 

pretty busy lately. I’m so happy that 

you’ve offered to help so much. 

You’d be saving me a lot of time 

from having to go to the 

supermarket myself.  

Here, let me give you some money 

to buy some of the stuff.  

本当？ お願い！ 実は、最近ずっと

忙しくて、時間があまりないの。 い

ろいろ手伝ってもらえてうれしいわ。 

お陰で私が全部スーパーで買い物に行

かなくてもすむわ。 

たくさん買ってきてもらえるから、こ

のお金を使ってもらえるかしら。 

Jack: Sure, anytime! Thanks for the cash. 

I’ll go purchase the snacks before the 

barbecue. What time will it start? 

気にしないで！ いつでもできるとき

は手伝うよ。 お金を足してくれてあ

りがとう。 バーベキューに行く直前

にスナック類を買いに行くよ。 とこ

ろで、何時から始まるの？ 

Jill: Oh, yes, I almost forgot to tell you. 

Why don’t you come over at 3 in the 

afternoon and you can help set up, 

too? 

ああ、そうだったわね。 言い忘れて

たわね。 3時に来て、準備も手伝って

もらえるかしら？ 

Jack: Okay, sounds good! I’ll see you on 

Saturday at 3 PM! 

Let me know if there is anything else 

you need me to bring. 

オッケー。 楽しみだな。  

じゃあ土曜日の 3時に！ 

他に持ってくるものがあったら遠慮な

く連絡してちょうだい。 

Jill: Will do! Thanks again for all your 

help. See you soon! 

わかってる。  

いろいろ気をきかせてもらって助かる

わ。  

じゃあまた土曜日にね！ 楽しみにし

てるわ。 
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注釈１． 

サルサ： Salsa 

トマトと玉ねぎとベトナムパセリで作ったチップスにつけるソースのようなもの。 サルサはソースという意

味。 

 

 

グアカモレ： Guacamole 

アボガドをつぶして作ったディップ。 チップスにつけて食べる。 実際に、グアカモレを食べるためにチップ

スを食べるか、チップスとグアカモレを食べたいという目的で存在するものだが、フィフティフィフティのバラ

ンスで食べる人が多い。  

 

グアカモレの作り方： 

 

 

材料： Ingredients 

アボカド１個、1 avocado 

ライムの汁小さじ 1/2、(1/2 teaspoon of  Lime Juice ) 

塩一つまみ、a pinch of salt 

キュミンパウダー一つまみ( a sprinkle of Cumin Powder) 

好みで胡椒少々 (Ground black pepper) 

 

これらの材料をビニール袋に入れてもんで混ぜ合わせる。 

ボールに入れて、スプーンやフォークなどでつぶしてもいい。  

Mix all the ingredients in a plastic bag and blend them well. 

You could use a stainless-steel bowl and squish them using 

a spoon or fork. In the picture the girl is using her hand to 

mix them all. 

It is very delicious.  Hope you like it.  
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会話表現を覚えよう！ 

週末の予定をたずねる表現 

 

1. What are your plans for this weekend? 1. 週末の予定は何ですか？ 

2. Do you have any plans for this weekend? 2. 週末の予定は何か立ててありますか？ 

3. What are you doing this weekend? 3. 今週末は何をする予定ですか？ 

4. What are you going to do this weekend? 4. 今週末は何をしようと思っていますか？ 

5. Do you have anything planned for this 

weekend? 
5. 週末の予定はもう立ててありますか？ 

 

答え方 

1. I’m going shopping this weekend. 1. 今週末は買い物に行く予定です。 

2. No, I don’t have any plans yet. Why? 
2. いいえ、予定は立ててありません。 どうし

て？ 

3. I’m thinking of going to the beach with my 

family.  What about you? 

3. 家族と海に行く予定です。 あなたは何をす

る予定ですか？ 

4. I’m going to study for the exam next week. 4. 来週のテストに向けて勉強をします。 

5. Not really.  Shall we do something together? 
5. 特に予定は立ててないです。 何か一緒にし

ましょうか？ 
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 would love to + 動詞の原形 

「是非～したいと思います。」 

1. I would like to come and join you all. 1. 是非ともご一緒させていただきたいです。 

2. I would love to go there! 2. 是非とも！ 

3. I would love to, but I have plans already.  

Sorry… 

3. そうしたいけれども、もう予定が立ててあっ

て．．． ごめんなさい。 

4. I would like to hear more about it. 4. そのことについてもっと聞きたい思っています。 

5. We would like to offer you a position. 5. 私たちはあなたを雇いたいと思っています。 

 

 

Will do!  

= I will do that! 

「やりますよ！」 

ここでは、主語の I（私）が省略されています。 

 

A: Could you do that? 

B: Will do! 

A: それしていただけますか？ 

B: もちろん！ 

A: Can you come tomorrow? 

B: Will do! 

A: 明日、来ていただけますか？ 

B: はい、必ず来ます！ 

A: Can you promise? 

B: Will do! 

A: 約束してくれる？ 

B: 絶対にするよ！ 
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Anything else I can bring? 

「他に私が持ってこれるものはありますか？」 

 

この文章は、Is there anything else I can bring? のことです。 

最初の Is there が会話では省略されています。 

会話ではこのように文頭にくる部分が省略されることがよくあります。 

 

1. Anything I can do to help? 1. 私がお手伝いできることはありますか？ 

2. Is there anything I can do to help? 
2. 私がお手伝いできることはありますか？ 

（上と同じ意味） 

3. Anything you want from there? 
3. （スーパーに行く前に） 

何か買ってきてほしい物はありますか？ 

4. Is there anything you want from there? 

4. （スーパーに行く前に） 

何か買ってきてほしい物はありますか？ 

（上と同じ意味） 

5. Is there anything I can do for you? 
5. 私があなたのためにできることはあります

か？ 

6. A: Anything I can help you find? 

B: Yes. Could you help me find some iceberg 

lettuce? 

6. （スーパーで） 

A: 何か探し物でお手伝いできることはあり

ますか？ 

B: はい、お願いします。 レタスを探してい

るのですが。 

7. A: Anything you want me to do? 

B: No, nothing.  

7. A: 私にしてほしいと思っていることは何か

ありますか？ 

B: いいえ、ありません。 
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8. A: Is there anything you want me to do? 

B: No, there’s nothing. 

8. A: 私にしてほしいと思っていることは何か

ありますか？ 

B: いいえ、何もありません。 

 

アメリカ文化をのぞいてみよう 

 

American customs: 

In America, it is common, especially around Summer time, for people to have barbecues. 

It is a good way to share food and socialize with others. 

A barbecue typically involves a grill, whether it is gas-based or charcoal-based. Common 

foods that might be grilled at a barbecue would be steak, chicken, ribs, corn on the cob, 

kabobs (which is usually composed of diced meats and vegetables such as onions, bell 

peppers, mushrooms, zucchini), hamburgers, hot dogs, sausages, etc.  

Often, the meats will be marinated beforehand to add flavor to the meats. You can also 

add mesquite wood chips to a charcoal burning grill to add a smoky flavor.  
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