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返答

場合によるね・そうでもないよ

この Unit では「場合によるね」や「そうでもないよ」などのあいづちフレーズを学びます。状況に合わせて、あい
づちを打つことができるようになりましょう。

昨日までは

今日からは

Yes でも No でもない「あいまいな

「そうでもないよ。」って言いたい

返事」ができない…

時は"Not really"と言える！

Phrases of the day （今日のフレーズ）
下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。
１． 場合によるね。：It

depends.

e.g. 友人から今夜遊べるか誘われて状況によることを伝えたくて

It depends.
場合によるね。

友人からタイに１週間滞在するのにどのくらい費用がかかるか聞かれて

It depends.
場合によるね。

２． そうでもないよ。：Not

really.

e.g. 友人から辛い食べ物が好きか聞かれて

Not really.
そうでもないよ。

友人からゲームが好きか聞かれて

Not really.
そうでもないよ。

３． もちろん。：Definitely.
e.g. 友人と買い物中に、気に入った赤のバックを買うか聞かれて

Definitely.
もちろん。

Copyright (C) 2014 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

Stage2 – Unit1

場合によるね・そうでもないよ

-4-

友人からクリスマスに家族と一緒に過ごすか聞かれて

Definitely.
もちろん。

４． 全く分かりません。/何も思いつきません。：I

have no idea.

e.g. 友人からドルからペソの為替レートを知っているか聞かれて

I have no idea.
全く分かりません。

彼氏/彼女の誕生日が近づいていて、友人から誕生日プレゼントに何を買うか聞かれて

I have no idea.
何も思いつきません。

□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■※次のアクティビティへ進む前に黙読してください。
●It depends. が「場合によるね」となる理由
It depends. は「時と場合によりけり・一概には言えない」という意味で、答えに迷ったり、ハッキリとは答え
られないときに使うとても便利な表現です。
depend on ～は「～に頼る」という意味が有名ですが、実際には「～次第だ」という意味で使われることのほ
うが多いんです。
そして、It depends. の元々の形は、It depends on the situation. で、「それは状況次第だ」→「時と場合
によりけり・一概には言えない」となったわけです。
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Fill in the blanks （穴埋め問題）
空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しましょう。
１． A： Are you going to pick me up at the airport tomorrow?
明日空港まで迎えに来てくれる？
B： ( Definitely )!
もちろん！
２． A： Did you have any trouble finding my house?
私の家を見つけるのは難しかったですか？
B： ( Not really ). You gave good directions.
そうでもないよ。君の説明が良かったよ。
３． A： Are you going to May’s wedding?
メイの結婚式に行く予定ですか？
B： ( It depends ). When is it?
状況によりますね。いつですか？
４． A： Do you know where the next Olympic games will be held?
次のオリンピックの試合はどこで開かれるか知ってる？
B： I ( have no idea ).
全くわからないね。
５． A： Do you like Mexican food?
メキシコ料理は好き？
B： ( Definitely )!
もちろん！
６． A： Who was that on the phone?
電話は誰だったの？
B： I ( have no idea ). He just hung up.
まったくわからないよ。切られちゃった。
７． A： Are you going to watch the baseball game tonight?
今夜の野球の試合を見る？
B： ( It depends ). If I have time, I will.
場合によるね。時間があれば見るよ。
８． A： Are you tired from your flight?
フライトで疲れた？
B： ( Not really ). I slept most of the way.
そんなに。ほとんど寝てたよ。
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（ロールプレイング）

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。

A： Do you think the movie Gravity is good?
映画のゼロ・グラビティはいいと思う？
B： ( I have no idea ).
まったくわからないね。
A： I want to watch it. Should I buy tickets in advance online?
見たいんだよな。あらかじめインターネットでチケットを買ったほうがいいかな？
B： ( It depends ). You’re going to watch it tonight, right?
場合によるよ。今夜見る予定なんだよね？
A： ( Definitely ).
もちろん。
B： You have to buy tickets in advance. Many people watch movies on weekends.
事前にチケットを買わないといけないよ。週末はたくさんの人が映画を見るんだよ。
A： That's right. Are you busy tonight?
そうだよね。今夜忙しい？
B： ( Not really ).
そうでもないよ。
A： Let's go watch the 9 o'clock show then.
じゃあ９時の映画を見に行こうよ。
B： Great.
いいね。

Say it in English

（英作文）

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。

１． 場合によるね。
→It depends.

２． そうでもないよ。
→Not really.

３． もちろん。
→Definitely.

４． 全く分かりません。
→I have no idea.
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