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Unit 13 もしあなたが忙しければ手伝います。 

≪この課のねらい・・接続詞２≫ 

この課では、if, because, before, when などの接続詞を学習します。 

 

e.g. I went to the hospital because I had a terrible stomachache. 

 （ひどい腹痛がしたので病院へ行きました。） 

 

e.g. When I’m free, I always listen to smooth jazz. 

  = I always listen to smooth jazz when I’m free. 

 （ひまなときはいつもスムーズジャズを聞きます。） 

 

e.g. If it rains tomorrow, we will stay home. 

  = We will stay home if it rains tomorrow.  

 （もし明日雨なら家にいます。 ） 

 

e.g. Please come back before it gets dark. 

 （暗くならないうちに帰って下さい。） 
 

※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

1. A: Do you mean that wild animals are decreasing?  

   （野生動物が減少しかかっているという意味ですか？） 

 B: That’s right. Because people living there destroy the forests. 

  （その通りです。なぜならばそこに住んでいる人々が森林を破壊しているからです。） 

 

2. If we don’t help them, can they survive? 

 （ もし彼らを助けなければ、彼らは生き残れるのでしょうか？） 

 

3. I couldn’t eat raw food before I came here.  

 （私はここへ来る前は生では食べることができませんでした。） 

 

4. I will help you if you are busy.  

 （もし忙しければあなたを手伝います。） 

 

5. It was eleven thirty when he came home yesterday.  

 （彼が昨日帰宅したとき 11 時 30 分だった。） 
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１ - ２・・・Role Playing 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

A: Do you know that wild animals’ homes are decreasing? 

   （動物のすみかが減少しているのを知っていますか？） 

B: Do you mean that wild animals are decreasing?  

  （野生動物が減少しているという意味ですか？） 

A: That’s right. Because people living there destroy the forests.  

 （その通り。なぜならばそこに住んでいる人々が森林を破壊しているからです。） 

B: They have to destroy the forests to support their family.  

 （彼らは森林を破壊して自分たちの家族を養わねばなりません。） 

 They did that in the past and they will still do that in the future. 

 （彼らは過去にそれをやったし、これからもまだそうするでしょう。） 

A: You are right. But ｗhat about the wild animals?  

 （その通りです。でも野生の動物はどうするのですか？） 

B: That’s the problem.（それが問題です。） 

A:   If we don’t help them, can they survive? 

 （ もし彼らを助けなければ、彼らは生き残れるのでしょうか？） 

B:  I’m afraid they can’t.（残念ながらできないと思います。） 

A: OK. We have to discuss that seriously. 

    （オーケー。そのことは真剣に議論しなければなりませんね。） 

 ＊decrease 減少する、destroy 破壊する、support 養う・支える、 

    survive 生き残る、seriously 真剣に  

  



- 61 - 
Unit 13 もしあなたが忙しければ手伝います。 

（接続詞２） 

- 61 - 
Copyright (C) 2011 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved. 

１ - ３・・・Role Playing 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

A: Do you like Japanese food? 

 （日本料理は好きですか？） 

B: Yes, I do. But at first I didn’t like sushi. 

 （はい、好きです。でも最初、寿司は好きではありませんでした。） 

A: Most Japanese like sushi, because we like to eat raw food. 

 （たいていの日本人は寿司が好きです、 

 なぜなら私たちは生で食べるのが好きだからです。） 

 We eat sushi, sashimi, raw egg, and raw oysters. 

 （私たちは寿司、刺し身、生卵そして牡蠣を生で食べます。） 

 How about you? （あなたはどうですか？） 

B: We always eat grilled and boiled food.  

 （私たちはいつも焼いたり、煮たりしたりして食べます。） 

 I couldn’t eat raw food before I came here.  

 （私はここへ来る前は生では食べることができませんでした。） 

A: But now can you eat raw fish?  

 （でも今は生魚を食べることができますか。） 

B: Yes, I can eat raw fish and raw eggs on rice.  

 （はい、ご飯の上に生魚、生卵で食べることができます。） 

A: Oh, very good. Let’s go to a Japanese restaurant. 

 （おーそれはすごい。日本食レストランへ行きましょう。） 
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２ - １・・・Activity 

1～５に合う英文を A～E の中から選んで文を完成し、繰り返し何度も 

発音してみましょう。 

 

1. It was eleven thirty  （11 時 30 分でした。） 

2. I will help you   （あなたを手伝います。） 

3. Wash your hands   （手を洗いなさい。） 

4. I always took a bath  （私はいつも風呂に入りました。） 

 

 

A: after I came back from work.  （仕事から戻った後） 

B: before you eat breakfast.  （朝食を食べる前に） 

C: if you are busy.  （もし忙しければ） 

D: when he came home yesterday.  （彼が昨日帰宅したとき） 

  

1-[   ] 2-[    ] 3-[   ] 4-[   ]  
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２ - ２・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: Do you know wild animals’ homes are decreasing?  

   （野生動物のすみかが減少しているのを知っていますか？） 

B: Do you mean that wild animals are decreasing?  

  （野生動物が減少しているという意味ですか？） 

A: 【その通り。なぜならばそこに住んでいる人々が森林を破壊しているからです。】 

B: They have to destroy the forest to support their family.  

 （彼らは森林を破壊して自分たちの家族を養わねばなりません。） 

 They did that in the past and they will still do that in the future. 

 （それで彼らは過去にそれをやったし、これからもそうするでしょう。） 

A: You are right. But ｗhat about the  wild animals?  

 （その通りです。でも野生の動物はどうするのですか？） 

B: That’s the problem. （それが問題です。） 

A:  【  もし彼らを助けなければ、彼らは生き残れるのでしょうか。】 

B:  I’m afraid they can’t. （残念ながらできないと思います。） 

A: 【オーケー。そのことは真剣に議論しなければなりませんね。】 
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２ - ３・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【日本料理は好きですか？】 

B: Yes, I do. But at first I didn’t like sushi. 

 （はい、好きです。でも最初、寿司は好きではありませんでした。） 

A: 【たいていの日本人は寿司が好きです、 

 なぜなら私たちは生で食べるのが好きだからです。】 

 We eat sushi, sashimi, raw egg, and raw oysters. 

 （私たちは寿司、刺し身、生卵そして牡蠣を生で食べます。） 

 How about you? （あなたはどうですか？） 

B: We always eat grilled and boiled food.  

 （私たちはいつも焼いたり、煮たりしたりして食べます。） 

 I couldn’t eat raw food before I came here 

 （私はここへ来る前は生では食べることができませんでした。） 

A: 【でも今は生魚を食べることができるんですか。】 

B: Yes, I can eat raw fish and raw eggs on rice.  

 （はい、ご飯の上に生魚、生卵で食べることができます。） 

A: 【おーそれはすごい。日本食レストランへ行きましょう。】 

 

 

  



- 65 - 
Unit 13 もしあなたが忙しければ手伝います。 

（接続詞２） 

- 65 - 
Copyright (C) 2011 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved. 

Memorize these sentences – １３ 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. A: Do you mean that wild animals are decreasing?  

   

 B: That’s right. Because people living there destroy the forests. 

   

2. If we don’t help them, can they survive? 

 

3. I couldn’t eat raw food before I came here.  

  

4. I will help you if you are busy.  

 

5. It was eleven thirty when he came home yesterday.  

  




