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交流

ご一緒してもいいですか？・～とは友達です

この Unit では「ご一緒してもいいですか？」や「～とは友達です。」などのフレーズを学びます。知人や友人と交
友関係を広げたい時に気軽に話せるようになりましょう。

昨日までは

今日からは
仲間にいれてほしい時は"May I join
you?"がサラッと出てくる！

仲間にいれてもらいたいけどなんて
言っていいかわからない…

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． ご一緒してもいいですか？：May

I join you?

e.g. 社員食堂で同僚が一人でご飯を食べていて：

May I join you?
ご一緒してもいいですか？
休暇に向けて友人が旅行を計画していて：

May I join you?
一緒に行ってもいいかな？
２． ～とは友達です。：I'm

friends with ～.

e.g. ローガンから同僚のケイラと仲が良いか聞かれて：

Yeah, I'm friends with her.
うん、彼女とは友達だよ。
友人の結婚式で、隣に座っていた人から新郎新婦とどういう知り合いなのか聞かれて：

I'm friends with the groom. We used to be roommates in college.
花婿の方と友達なんです。私たちは大学時代にルームメイトだったんですよ。
同僚から Mia とフェイスブックで友達か聞かれて：

Yes, I'm friends with Mia on Facebook.
うん、ミアと友達だよ。
３． どこに行くんですか？：Where

are you headed?

e.g. 昼食時間に友人が事務所から出ていくのを見て：

Where are you headed?
どこに行くの？
モールで偶然友人と会って：

Hi, Jack. Where are you headed?
やぁ、ジャック。どこに行くの？
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□■ 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
I'm friends with ～. は、I’m で始めているのに、friends という複数形が使われます。これは、我々日本人か
らすれば、友人は「相手１人だけ」という感覚ですが、英語の世界では、言ってみれば「神様の視点」とも言え
るような感覚で、「友達ということは、自分と相手の２人存在する」ということで、必ず複数形が使われます。
他にも、「電車を乗り換える」は、change trains となります。

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： I’m planning to go to Cebu in September.
９月にセブに行く予定なんだ。
B： Cool. Actually I’ve been wanting to go there too. May I (join) you?
いいな。実は僕も行きたかったんだよな。一緒に行ってもいい？
２． A： Are you guys going out for lunch? (May I) join you?
お昼に行くんですか？

私も一緒に行ってもいいですか？

B： Of course! The more the merrier.
もちろん！多いほうが楽しいし。
３． A： How are you related to the newlyweds?
新郎新婦とどういうお知り合いですか？
B： (I’m friends) with the bride.
花嫁の方と友達です。
４． A： How do you know Pete?
ピートとはどういうお知り合いですか？
B： (I’m friends with) him. I’ve known him since high school.
彼とは友達です。高校時代からの仲ですよ。
５． A： Where (are you headed)?
どこに行くの？
B： I’m off to see a movie with my boyfriend.
彼氏と映画を見に行くの。
６． A： I’m sorry, I have to go now.
ごめんなさい、もう行かないと。
B： That’s okay. (Where) are you (headed)?
うん大丈夫。どこに行くの？
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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： Hey, (where are you headed)?
ねえ、どこ行くの？
B： We’re about to go out for lunch. We’re going to a restaurant my boss recommended.
外で昼食をとるところだよ。上司お勧めのレストランに行くんだ。
A： Cool. (May I join you)?
いいね。一緒に行ってもいいかな？
B： Of course. The more the merrier.
もちろん。多いほうが楽しいし。
A： Thank you. By the way, I heard that our old friend from high school, Jessica,

will start working at

our company next month.
ありがとう。ところで、高校時代に俺らの友達だったジェシカが来月から私たちの会社で働き始めるんだって。
B： Wow, that’s going to be fun! Are you friends with her on Facebook?
すごーい、楽しくなりそうだね！フェイスブックで彼女と繋がっている？
A： Yes, (I’m friends with her).

You should send her a friend request.

うん、彼女とは友達だよ。君も友達申請を送ったら。
B： Thank you, I will.
ありがとう、そうするよ。
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Simple Response
次のシチュエーションをイメージし、講師が話す英語に対して A~D の中から返事として適切な英文を選んで口に
出しましょう。
１．While having lunch at McDonald’s, someone you have seen at your office approaches you while
carrying a tray of food. He asks:
マクドナルドで昼食を取っていたら、事務所で見たことのある人がトレイを持ちながら近づいてきて：
A.

Sure. Go ahead.

B.

What did you order?

C.

Where are you headed?

D.

Yes, I joined a contest.

２．Your colleague asks if you know the new intern.
同僚から新しく入ったインターンの子を知っているか聞かれて：
A.

Please join me.

B.

I’m friends with her from college.

C.

I’m headed for California anyway.

D.

This party’s great! Here, hold my drink.

３．Your friend, who will get married soon, is talking about his upcoming honeymoon.
近いうちに結婚する友人が新婚旅行の話をしていて
A.

Where are you headed?

B.

Is Jenny taking some driving classes?

C.

Are you friends with Becky O’Brien?

D.

Is it raining? You might need an umbrella.

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． ご一緒してもいいですか？
→May I join you?
２． 彼女とは友達だよ。
→I'm friends with her.
３． どこに行くの？
→Where are you headed?
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