Level B1 General English

had/should/were instead of if
Ifの代わりにhad/should/wereを使う

Lesson 43

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Had I known that it was going to rain
I would have brought my umbrella.
雨が降ると知っていたら、傘を持っていったのに。

2 SITUATION
状況
Emi is talking with her friend Joyce.
エミは友達のジョイスと話しています。

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。

Emi : Oh, my god, it is really starting to
rain hard.

エミ：
しまった、本当にひどく雨が降り出
したわ。

Joyce: Had I known that it was going to rain
I would have brought my umbrella.

ジョイス：
雨が降ると分かっていたら、傘を持
っていったのに。

Emi : I know. Let’s run to that cafe over
there.

エミ：
そうよね･･･あちらのカフェまで走り
ましょう。

Joyce: Alright, but be careful not to slip ok?

ジョイス：
了解、でもすべらないように気をつ
けて、ね？

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。

umbrella 傘
run to ~ ～へ行く
alright けっこうな

be careful
slip すべる

気をつける
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Had I known that it was going to rain
I would have brought my umbrella.
雨が降ると知っていたら、傘を持っていったのに。

Talk About Yourself Using “had/should/were/instead of/if”
ifの代わりにhad/should/were を使う

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。

Had I seen this notice board earlier, I would have waited to
buy a new camera from the shop.

掲示板をもっと早く見ていたら、
あの店から新しいカメラを買うのを待ったのに。

Were he rich, he would buy the car.

彼がお金持ちだったら、
彼はその車を買っただろう。

Should Ken help them, they would succeed.

もしケンが彼らを助けていたら、
彼らは成功しただろう。

Were I more beautiful, I would be a fashion model.

私がもっと美しかったら、
ファッションモデルになっていただろう。

Had I studied more, I would have passed the exam.

もう少し勉強していたら、
試験に合格していただろう。

Should you put in more effort, you would get better result.

あなたはもっと努力していたら、
よりよい結果が得られただろう。

6 ACTIVITY
練習
Activity : Tell your tutor about an unexpected experience
you had recently using “had, should, or were” instead
of “if”.
練習： あなたが最近経験した予期せぬ出来事について、Ifではなく”Had,
Should, or Were”を使って紹介してみましょう。

Hints
ヒント
practice 練習する
high score 高得点
win a game 試合に勝つ
make it to …
やり遂げる、なんとかする
gentleman 紳士

rude

失礼な、無礼な
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