Level B1 General English

Giving And Receiving A Gift

Lesson 9

プレゼントを渡す・受け取る

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

Here’s a little something for you from
our trip.
これ、旅行へ行った時のちょっとしたおみやげです。	

2 SITUATION
状況	
Arisa is talking with her neighbor, Kathy.
亜梨沙はお隣に住むキャシーと話しています。	

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。 	
キャシー：	
亜梨沙！おかえりなさい！	

Kathy: Hi, Arisa! Welcome back!
Arisa : Hello, Kathy!
Kathy: When did you get back? How was Hong Kong? It was your
first time to visit there, right?
Arisa : We got back just this morning. We had a really good time
there. It was a lot better than I expected, you know.
Kathy: Oh yeah? I hear that the food in Hong Kong is really good.
Arisa : Uh huh. I guess I just ate too much food every day! Oh,
here’s a little something for you from our trip. I asked them
what’s the most popular gift there and I picked it up for you.

亜梨沙：	
キャシー！
	
キャシー：	
いつ戻ったの？香港はどうだった？今回が初めて
だったのよね？
	
亜梨沙：	
今朝戻ったばかりよ。本当に楽しかったわ。思って
いたよりもずっと良かったのよ。	
キャシー：	
そうなの？香港は食べ物がすごく美味しいって聞く
わ。
	
亜梨沙：	
ええ。まさに毎日食べ過ぎたわ！あそうそう、これ
旅行でのちょっとしたおみやげよ。一番人気のある
お土産は何か尋ねて、選んできたの。

Kathy: Wow! Thank you very much, Arisa. Can I open it now?

キャシー：	
まあ！ありがとう、亜梨沙。開けてもいいかしら？

Arisa : Yes, go ahead. Hope you’ll like it!

亜梨沙：	
ええ、どうぞ。気に入ってくれるといいんだけど。	

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。 	

welcome back
expect

おかえりなさい
予想する、期待する

go ahead

（物などを渡して）どうぞ
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

Here’s a little something for you from
our trip.
これ、旅行へ行った時のちょっとしたおみやげです。	

Giving and Receiving a Gift
プレゼントを贈る/受け取る	

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。 	

Giving a Gift

プレゼントを贈る	

Here’s something for your birthday.

これは誕生日プレゼントです。

This is a small present for your wedding.

こちら、結婚祝いのちょっとしたプレゼントです。

Here is something I picked up for you from
Hokkaido.

北海道で買ったのですが、ほんの気持ちです。

Receiving a Gift

プレゼントを受け取る	

Thank you very much. May I open it?

ありがとうございます。開けてもいいですか？

(after opening the gift)
Wow! This is the CD that I’ve been wanting!

（プレゼントの包みを開けた後）
わぁ！ずっと欲しかったCDだわ！

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Read the following situations and role play with your tutor.
課題： 次のシチュエーションを読んで、先生とロールプレイをしましょう。	

1. It’s your friend’s birthday and you’ve got a present for him/her.
2. You went on a trip to Italy and got some pasta for your neighbors.
3. You’ve grown a lot of vegetables in your garden and want to give some
to your mother/father-in-law.
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