Level B1 General English

Giving Praise
誉める

Lesson 35

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Wow! You really know how to
sing well.
わぁ！君は本当に歌が上手だね。

2 SITUATION
状況
Mami and Steve just arrived at a karaoke bar.
マミとスティーブがちょうどカラオケ屋さんに到着しました。

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。

Mami: I haven’t been in a karaoke bar in a
while so I am very excited to sing
today! Oh Steve, go ahead and put in
some songs..

マミ：
しばらくカラオケには来ていなかったから
今日は歌うのがとても楽しみ！あ、スティ
ーブ、どうぞ曲を入れて。

Steve: I did!. . . (Steve starts singing)

スティーブ：
入れたよ！（歌い始める）

Mami: Wow! You really know how to sing
well.

マミ：
わー。あなた本当に歌がうまいわね。

Steve: Hahaha. Not really, but thanks!

スティーブ：
あはは、そうでもないよ、でもありがとう。

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。

karaoke カラオケ
go ahead お先にどうぞ
put 入れる、入力する

excited 興奮している
not really そうでもない
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Wow! You really know how to
sing well.
わぁ！君は本当に歌が上手だね。

Give Praise to People Around You
あなたの周りの人について褒める

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。

You are an excellent English speaker.

君は素晴らしい英語を話すね。

Wow! You are an amazing cook!

わぁ！君はとっても料理が上手いね！

You are like a professional photographer.

君はまるでプロの写真家みたいだ。

I think you are absolutely beautiful.

君は本当に美しい。

I can not praise you enough.

これ以上褒める言葉がないよ。

That is wonderful work.

あれは素晴らしい作品だ。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity 1: Give praise for the following situation.
練習1： 下記の状況に応えましょう。

1. Your friend cooked a delicious meal for you.

delicious 美味しい
meal 食事
surprised party

2. Your family threw a surprised party for your birthday.

サプライズパーティー
unbelievable 信じられない

3. Your classmate had her hair cut.

gorgeous

見事な、素晴らしい

Activity 2: Create sentences to give praise to your friends using following words.
練習2： 下記の語を使って、あなたの友達をほめる文を作ってみましょう。.

1.

chef,

2.

super model
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