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5 分で鍛える英会話 GYM 【トロント直送のネイティブ英語】
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当メルマガ発行会社である QLS(Quality Life Seeker)は、
カナダへ留学・就職・移住を計画する人のサポートの一環として、
ネイティブが実際に使う口語表現をカナダ・トロントからお届けします。

*********************************************************************************

"right away" と"right now"

**********************************************************************

"right away" という表現は皆さん聞いたことがあるでしょう。

"right now"

と同義、と習いませんでしたか？

確かにこの二つ、同じ場面で使えることもあるのですが、

今日はもう一歩踏み込んで勉強してみましょう。

さっそく例文です。（該当箇所を便宜上、大文字で示しています。）

（例文 1）

友達同士の電話での会話です。

A: "Hi Kim, how are you?"

B: "Hi Tom, I'm good. But I've got to leave RIGHT AWAY."

A: "You've got to leave RIGHT NOW?"

B: "Yeah, our family is getting together tonight for dinner at my sister's place."

A: "That's weird because our family is having dinner RIGHT NOW here at my place.
I was going to ask you to join us if you have no plans tonight. Well, I will let you go."

B: "OK. I will call you later."

A: "Sure, I'll talk to you later, then."

A: "もしもしキム、元気？"

B: "ああトム、元気よ。ただ、これからすぐ出なきゃならないの。 "

A: "今すぐ出かけるの？"

B: "今夜は姉の家に集まって家族で食事なのよ。"

A: "へえ、偶然だね。実はうちも今ちょうど家族で食事中なんだ。
もし暇なら君も一緒にと思ったんだけど。じゃあ、楽しんできて。"

B: "うん、後で電話するね。"

A: "オーケー、じゃあまた後で。"

（例文 2）

オフィスでの会話です。

A: "So what time are we going to have a meeting today?"

B: "Well, we have several meetings to go to today. Actually,
we will have our first one RIGHT AWAY."

A: "So do we have to go RIGHT NOW?"

B: "Well, yes."

A: "Oh, so where is Peter?"

B: "Well, actually, he is already having a meeting RIGHT NOW with one of our sales teams."

A: "Oh, I thought he was going to be with us today."

B: "He will be actually joining us for another meeting scheduled this afternoon.
I think that one should be starting at 3:00PM."

A: "OK. I got it. Anyway, let's go, then."

A: "今日のミーティング何時だっけ？"

B: "えぇと、今日はミーティングがいくつか入ってまして、最初のはこれからすぐです。"

A: "じゃすぐに出なきゃダメなの？"

B: "はい。"

A: "ピーターはどうした？"

B: "彼は今すでにうちのセールスチームとミーティング中です。"

A: "へぇ、終日僕らと一緒かと思ってた。"

B: "午後のミーティングには合流するはずですけど。3 時からだったでしょうか。"

A: "了解。じゃあ行こうか。"

"right away" は「今すぐ」という意味でのみ使われるのに対し、

"right now" は「今すぐ」の他に、現在進行形と共に 「今現在」何かが行われている、

という場合にも使われます。

つまり "right now" が全て"right away" に置き換えられるわけではないので、

注意が必要ですね。
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留学から始まるカナダ移民サポート
英語・フランス語の 2 ヶ国語を勉強しながら、国際的に通用するスキルを身につけてカナダ永住権もゲット。
憧れの海外留学、海外移住は今ケベック州モントリオールで実現します。
QLS Education が充実したサポートを提供しています。
www.qlseducation.com
https://twitter.com/QLSeducation
https://www.facebook.com/qlseeker
http://ameblo.jp/qlseducation/
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