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予定を単語だけでシンプルに書く

　さっそく手帳に仕事の予定を書き込んでみましょう。予定を書くときは、文にせず
単語（名詞）を書くだけで十分です。文ではないので、主語から書き始めたり文末に
ピリオドを付けたりする必要もありません。

［日本語としてもおなじみの名詞］

meeting（略：mtg）：会議、ミーティング、打ち合わせ
presentation：発表、プレゼンテーション、プレゼン

appointment（略：appt）：予約、アポ、面会の約束
bonus：ボーナス　　vacation, holiday：休暇
※vacationはアメリカ英語、holidayはイギリス英語でよく使われます。アメリカ英語ではholidayは「祝

日」の意味合いが強いです。

［仕事関連の語句］

business trip to ［場所］：［場所］への出張
wining and dining ［人］：［人］の接待　　payday：給料日

deadline for ［タスク］：［タスク］の締め切り
overtime：残業　　　　training：研修

early shift：早番　　late shift：遅番　　night shift：夜勤

［休日関連の単語］

day off：休日　　half-day off：半休

paid leave, paid holiday, paid vacation：有給休暇

work on my day off：休日出勤

Week 1 Day 1

Meeting with Ken at 
10 a.m.

仕事の予定を書く

午前 10時にケンとミーティング



011

W
eek

 1
    ［

D
ay 1］

［宴会関連の単語］

welcome party：歓迎会 farewell party：送別会

year-end party：忘年会 New Year’s party：新年会

前置詞で詳細を付け足す

01型  with ＋ [人]：～と
 at ＋ ［時刻］：～に
 at ＋ [（点として捉えた）場所］：～で
 in＋ [（範囲のある）場所、空間］：～で

　前置詞を使って、一緒にする人や時間や場所など、詳細を付け足しましょう。「～
と一緒に」を表す前置詞はwith（略：w/）、「～の時刻に」は at（略：@）で表します。
atは点を指すイメージを持つので、「その時刻ちょうど」を指します。午前は a.m.、
午後は p.m.を付けましょう。24時間制の表記は、英語ではあまり使われません。
　場所を表す前置詞は atか inです。atは地図上で「ここ」とその場所を点として指
さすようなイメージで使い、inは広い範囲や空間を指すときに使います。時間と場
所の両方を書く場合は、「場所→時間」の順で書くのが一般的です。

例  Meeting with Ken at 10 a.m. 
mtg w/Ken @ 10 a.m. 
（午前 10時にケンとミーティング）

例  Welcome party in Shibuya at [@] 8 p.m. 
（渋谷で午後８時に歓迎会）

今日の練習  解答例はp.121

新宿で午後８時に忘年会

報告書（the report）の締め切り

今日のタスク 今週の仕事の予定を、オリジナル手帳に書き込みましょう。 
  参考音声：mp3. 001
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予定を単語だけでシンプルに書く

　プライベートの予定を書くときも、文ではなく単語を並べるだけでOKです。親し
い人との外出の予定は次のように書きます。

lunch with ［w/］ ［人］：［人］とランチ（昼食）
dinner with ［w/］ ［人］：［人］とディナー（夕食）
date with ［w/］ ［人］：［人］とデート
drinks with ［w/］ ［人］：［人］と飲み会
high school/college reunion：高校／大学の同窓会

［娯楽関連の語句］

movie：映画　　concert：コンサート、（音楽の）ライブ　　show：ショー

live show：ライブショー　※規模や音楽に限らず、広い意味で使えます。

play：劇　　watch a ［スポーツ］ game：［スポーツ］の試合を観戦する
museum：博物館、美術館　　aquarium：水族館　　zoo：動物園

［買い物関連の語句］

shopping mall：ショッピングモール

outlet mall：アウトレットモール　　sale：バーゲン
※英語の bargainは「お買い得品、取引」という意味で使われるのが一般的で、日本語の「バーゲン（特

売）」は saleと表します。

　病院や美容院などの「予約」は、ビジネスの面会の約束と同様、appointment（略：
appt）と言います。ホテルやレストランなど「場所の予約」は reservation（イギリス英
語では booking）ですが、「人と面会する予約」は appointmentと覚えておきましょう。

Week 1 Day 2

Lunch with Emma at the 
Garden Café at 11 a.m.

プライベートの予定を書く

午前 11時にガーデンカフェでエマとランチ
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［病院の予約］

doctor’s appointment［appt］：医者の予約

dentist’s appointment［appt］：歯医者の予約

前置詞で詳細を付け足す

　仕事の予定のときと同様、with ［w/］ ［人］、at ［@］ ［時間］、at ［@］ ［場所］ま
たは in ［場所］（広い範囲を表すとき）で詳細を付け足しましょう。

01型  with ＋ [人]：～と
 at ＋ ［時刻］：～に
 at ＋ [（点として捉えた）場所］：～で
 in＋ [（範囲のある）場所、空間］：～で

例  Lunch with ［w/］ Emma at the Garden Café at ［@］ 
11 a.m. 
（午前 11時にガーデンカフェでエマとランチ）

例  Drinks with ［w/］ my co-workers in Umeda at ［@］ 
8 p.m. 
（午後８時に梅田で同僚と飲み会）　※ co-worker＝同僚

今日の練習  解答例はp.121

午後６時に歯医者の予約

午後３時にABCホテル（the ABC Hotel）で高校の同窓会

今日のタスク 今週のプライベートの予定を、オリジナル手帳に書き込みましょう。 
  参考音声：mp3. 002
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Week 1 Day 6

今週の振り返り

型 06 の have to ＋ 動詞の原形 で学んだ「…しなくては」という義務を表すフ
レーズを、I’ve got to... と言うこともあります。

（例） I’ve got to take out my spring clothes.
 （春服を出さなくては）

今週学んだことを振り返りながら、日本語を英語にしてみましょう。

１. シアトル（Seattle）へ出張

2. 午前 11時にケン（Ken）と映画

3. 午後２時にプレゼンをする

4. 朝８時までにゴミを出す

5. 今週末はバスルームの掃除をしなくては。

参考音声：mp3. 006

解答例はp.121

書くための ＋ α
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デスク周りの語彙

①ノートパソコン　※「ノートパソコン」は和製英語。　　②クリップ　　③コピー機　　④付箋　　⑤蛍光ペン　　⑥ホチキス　　
⑦ホチキスの針　　⑧シャープペンシル　　⑨ボールペン　　⑩書類かばん　　⑪名刺　　⑫修正テープ　　⑬引き出し

Week 1 Day 7 イラストで語彙を増やそう！

❶ laptop

❸ photocopier

❹ 
sticky 
note（s）

❺ highlighter

❿ 
briefcase ⓫  business 

card（s）

⓭ drawer

⓬ 
correction 
tape

❾ 
ballpoint 
pen

❽ 
mechanical 
pencil

❼ 
staple（s）

❻ 
stapler

参考音声：mp3. 007

❷  paper clip（s）
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Romy先生の

　Week 1ではw/や@という略語を紹介しましたが、他にもいろい
ろな略語があります。定番の略語を覚えておきましょう。

　w/o＝without：～なしに
　b/c, coz, cuz＝because：なぜなら～
　pls, plz＝please：どうぞ～

　フレーズを表す略語は、各単語の頭文字をとったものが多いです。

ASAP＝as soon as possible：なるべく早く
BRB＝（I’ll） be right back：すぐに戻ります
BTW＝by the way：ところで
FYI＝ for your information：ご参考までに
IC＝ I see：なるほど
IDK＝ I don’t know：わかりません
IMO＝ in my opinion：私の考えでは
IMHO＝ in my humble opinion：私のつたない意見ですが
　　　　　　　　※ humble＝謙虚な
TIA＝  Thanks in advance：（何かを頼んだときの）よろしくお願

いします　※直訳すると「前もって感謝します」。
J/K, JK＝ Just kidding：冗談だよ
LOL＝ laughing out loud：大笑い、（笑）
LMAO＝ laughing my ass off：大爆笑
TTYL＝Talk to you later：またあとでね
TTTT＝ to tell the truth：本当のことを言うと
TBH＝ to be honest：正直なところ

覚えておきたい！　英文ライティングのポイント①

メールやネットで
よく使われる略語




