Level B1 Business English

No VS Not
NoとNotの違い

Lesson 64

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

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。

2 SITUATION
状況
John is talking with Sue about their co-worker, Bob.
ジョンはスーと彼らの同僚のボブについて話しています

3 DIALOGUE
ダイアログ
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。
John: Hi, Sue. Have you seen Bob? I want to ask about the meeting next
week.

ジョン：
ハイ、スー。ボブを見なかった？来週の会議について
聞きたいことがあるんだけど。

Sue : Didn’t you hear? He is in Nagoya now.

スー：
知らなかったの？彼は今名古屋にいるわよ。

John: Is he? I didn’t know that at all.

ジョン：
そうなんだ。全然知らなかったよ。

Sue : Yeah, He has been helping our new branch that opened in Nagoya
last week.

スー：
そう。彼は先週から新しくオープンした名古屋支店の
手伝いに行っているのよ。

John: How long has he been there?

ジョン：
彼はどれくらいそこにいるの？

Sue : I think he has been in Nagoya since last week. I got an e-mail from
him yesterday and it said that he had been very busy.

スー：
名古屋には先週からかしら。昨日彼からメールが届
いたけどとても忙しいって言ってたわ。

John: I see. Do you know when he comes back?

ジョン：
そうなんだ。彼がいつ戻ってくるか知ってる？

Sue : I have no idea when he will be back. I guess it may be after this
weekend.

スー：
いつ戻ってくるかわからないわ。たぶん今週末以降に
なると思うけど。

John: All right. I'll e-mail him, then.

ジョン：
そうか。じゃあメールしてみるよ。

4 VOCABULARY
語い
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。

at all 全く
I guess 〜と思う、推測する
e-mail メールを送る

branch 支店
do you know 〜を知っていますか？
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

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。

No VS Not
NoとNotの違い

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。

I did not have any food.

食べ物が全然なかった。

It was too late. So,there were no stores open.

とても遅かったのでお店が開いていなかった

I could not make an omelette because I had no eggs. 卵が一つもなかったので、オムレツが作れなかった。
I have no time to hang out with my friends.

友達と出かける時間もない。

I did not have enough money to go out tonight.

今夜出かけるお金もない。

6 ACTIVITY
練習

Activity 1: Make a sentence with a similar meaning
using no or not for the sentences below.

Hints
ヒント

練習１： no または notを使って下記の内容と似たような文を作りましょう。

I have no money
= I do not have money.

1.

We cannot smoke here.

2.

The phone kept ringing.

3.

I am too busy to help you.

There were no buses.
= There weren’t any buses.

4.

I am free on Wednesday but busy on Friday.

バスがありませんでした。

5.

The computer costs $500, I only have $400.

No good news today.
= There was not good news
today.

私はお金をもっていません。

Activity 2: Complete the sentences with your ideas.
練習2： 自分のアイデアでセンテンスを作ってみましょう。

今日はいいニュースがなかった。

I do not have ____________to________________．
I have no _________________to________________.
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