Level A2 General English

Lesson 42

Apologizing Using I‘m Sorry That
I’m Sorry Thatを使って残念な気持ちを表す

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I am sorry that you had to wait.
待たなければならなかったのは残念ですね。

2 SITUATION
状況
Sarah is talking to Joan about a cafe.
セーラはジョアンとカフェの話をしています。

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。

Sarah: Yesterday, I went to the pancake cafe that you
recommended to me the other day.

セーラ：
昨日、あなたがこの間すすめてくれた
パンケーキのカフェに行ってみたの。

Joan :Oh, how was it?

ジョアン：
あら、どうだった？

Sarah: A lot of people were lined up in front of the cafe
and I had to wait for 2 hours!

セーラ：
たくさんの人がカフェの前で並んでい
て、入るまでに2時間も待ったのよ。

Joan : I am sorry that you had to wait. But why were
so many people waiting? I didn’t wait at all when
I went there.

ジョアン：
待たなければならなかったなんて残念
だわ。でも、どうしてそんなにたくさん
の人が待っていたの？私が行ったとき
は全然待たなかったのに。

Sarah: The cafe was featured on TV a few days ago.
That was the reason for the long line.

セーラ：
数日前にそのカフェがテレビで紹介さ
れたのよ。それが長蛇の列の理由だっ
たのよ。

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。

recommend
feature

すすめる
特集する

line up
reason

列に並ぶ
理由
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I am sorry that you had to wait.
待たなければならなかったのは残念ですね。

Apologizing Using I'm Sorry That
I’m sorry thatを使って残念な気持ちを表す

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’M SORRY THAT…..
I am sorry that you had to wait.

待たなければならなかったのは残念です。

I’m sorry that I couldn’t help you.

お手伝いできなくて申し訳ありません。

I’m sorry that your team couldn’t win the game.

あなたのチームが勝てなくて残念です。

SIMILAR EXPRESSIONS

類似表現

I feel sorry that you have to miss the party.

あなたがパーティーを欠席しなければならない
とは残念に思います。

It’s a pity that she didn’t call me earlier.

彼女がもっと早く電話してくれなくて残念です。

It’s very unfortunate that you got injured.

あなたがけがをされたのはお気の毒です。

6 ACTIVITY
練習

Activity1 : Make an apology for the situations below.
練習１：以下の状況に合わせて、残念な気持ちを述べましょう。

1. A: I couldn’t get tickets for the game.
B:
2. A: My father is in the hospital.
B:
3. A: My first impression of Japan is not good.
B:
Activity2: Tell your tutor about recent apologies that you made.
Tell your tutor what you said using I’m sorry that.
練習2： 先生に最近あなたがどこかで残念に思ったことについて言いましょう。
そこであなたが言ったことを、I’m sorry thatを使って表してみましょう。
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