Level B1 General English

In Case VS If
～に備えて VS もし

Lesson 48

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

You should take an umbrella
in case it rains.
雨に備えて傘をもっていったほうがいいよ。

2 SITUATION
状況
Vicky is talking with her friend Jim.
ビッキーは友人のジムと話しています。

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。

Vicky: What is your plan for tonight, Jim?

ビッキー：
ジム、今夜の予定は？

Jim : Nothing so exciting tonight, but I might walk my
dogs later on.

ジム：
うーん、特別面白いことはないかな、
多分あとで犬の散歩に行くと思うけ
ど。

Vicky: Oh, that’s nice!

ビッキー：
へー、いいわね！

Jim : Yes. I’ve been pretty busy lately so it’s time for my
dogs to do some exercise.

ジム：
そうだね、最近忙しかったからそろ
そろ家の犬に運動させないとね。

Vicky: That’s so cute. Well, You should take an umbrella in
case it rains.

ビッキー：
なんだかそれ可愛い。そうそう、雨
降るといけないから傘持っていった
ほうがいいわよ。

Jim : Oh yeah, thanks Vicky.

ジム：
うんそうだね。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。

plan for ~ ～の予定
nothing 何も～ない
might ～かもしれない
later on 後ほど

it’s time for ~
exercise 運動
umbrella 傘

～の時間だ
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

You should take an umbrella
in case it rains.
雨に備えて傘をもっていったほうがいいよ。

Sentences Which Include “In Case” or “If”
“In Case”もしくは”If”を含む文

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。
もし忘れてたら思い出させてね。

If I forget, please remind me.
You should have another set of house keys in case you lose them.

なくした時に備えてもう１セット家の
鍵を持っておいたほうがいいよ。

Take a jacket with you in case you get cold.

風邪をひかないように上着を持っ
ていったほうがいいよ。

You should know where the emergency exit is just in case there
is a fire.

火事に備えて非常口を知ってお
くべきだよ。

You should prepare the answer in case he asks you.

彼に聞かれたときを考えて回答
を用意しとくべきです。
もし私が間違えていたら正してください。

If I am not right, please correct me.

6 ACTIVITY
練習
Activity1 . Put “in case” or “if” in the following sentences.
練習1： 下記の文に“if”もしくは”in case”を加えてみましょう。

1. You should bring your umbrella ____it rains.
2. I asked Bill for his e-mail address____ I needed to contact him.
3. ____ you get a headache, take an aspirin.
4. ____your boss shouts at you - shout back!!
5. I took four books with me when I went traveling ____ I got bored, but I never read a
page.
6. Take the front door key___ we are not up when you return.
7. I turned off my mobile phone during the concert ___ it rang. It would've been so
embarrassing.
Activity2 . Now try to make your own sentences.
練習2： 今度は、自分自身で何か文を作ってみましょう。
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