Level A2 General English

Lesson 28

Stating An Opinion About Doing Something
何かしようと意見を伝える

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Going to Mexico this summer
would be fantastic!
この夏メキシコに行きたい気分じゃないですか。

2 SITUATION
状況
Max is asking Lucy about going to Mexico.
マックスはルーシーにメキシコに行かないかと誘っています。

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。

Max : How would you feel about going to
Mexico this summer?
Lucy: Don’t be silly! How can we afford to do
that?
Max : Well, I won two tickets to Mexico!
Lucy: Seriously? Going to Mexico this summer
would be fantastic!
Max : Great! Let’s book some time off in July.

マックス：
この夏メキシコに行きたい気分じ
ゃない？
ルーシー：
冗談はよして。いったいどうした
ら海外旅行する余裕があるのよ。
マックス：
メキシコへのペア旅行券が
当たったんだよ！
ルーシー：
本当に？すごいじゃない！いつ
行けるかしら？
マックス：
７月に休暇をお願いしてみるよ。

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。

don’t be silly.冗談はよして、ふざけるな
afford to～ ～の（金銭的）余裕がある
book some time off 休暇予定を入れる

fantastic

最高の
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何かしようと意見を伝える

FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Going to Mexico this summer
would be fantastic!
この夏メキシコに行きたい気分じゃないですか。

Stating An Opinion About Doing Something
何かしたいことについての意見を述べる

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。

Having a cherry blossom picnic at Tamagawa
river will be a lot of fun.

多摩川で花見をするのは楽しいですよね。

Staying home and just watching TV will be
relaxing enough for me.

家でテレビを見るとは私にとって十分な寛ぎです。

I think it would be a good idea to get rid of all
our old clothes.

古着をすべて処分するのはよい考えだと思います。

Staying indoors on this bright, sunny day is
such a waste.

こんないいお天気の日に室内にいるなんてもった
いないですよ。

Going shopping for new curtains sounds
boring to me.

新しいカーテンのために買い物に行くのは退屈です。

6 ACTIVITY
練習

Activity : State your opinion about the following activities.
練習： 下記のセンテンスの続きを自分のアイデアで完成させましょう。

1. take the dog for a walk
2. go hiking up Mt. Fuji
3. sell your house and live on a boat
4. quit your job
5. move to another country
6. study English everyday
7. give away all your money
8. get a dog
9. take a long holiday and travel
10. join the Tokyo Marathon

Hints
ヒント
super すごい
terrible ひどい
awful 恐ろしい
brilliant 素晴らしい
excellent 優れた
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