Level B1 General English

Advice Using when/ in/ while
when/ in/ whileを使ってアドバイスをする

Lesson 51

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

When you are in a foreign country
you shouldn't drink the water.
外国に行った場合は生水を飲まない方が良い。

2 SITUATION
状況
Hiroshi is talking with his friend Joyce.
ヒロシは友人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。

Hiroshi: I can’t wait to visit my friend in Bangkok next
week! It’s also the first time I will be out of Japan!
Joyce : Oh, that’s great to hear! How long are you going to
be in Thailand?

ヒロシ：
来週バンコクの友達のところに行く
のが待ちきれないよ。日本から出る
のも初めてなんだ。
ジョイス：
それはすごいね。どれぐらいタイに
はいる予定？

Hiroshi: For about 10 days. Is there anything I should be
careful of?

ヒロシ：
約10日間だね。何か気をつけるべ
きことはあるかな？

Joyce : When you are in a foreign country you shouldn't
drink the water.

ジョイス：
海外にいるときは生水は飲まない
ほうがいいよ。

Hiroshi: Oh, that’s good advice.

ヒロシ：
それはいいアドバイスだね。

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。

Bangkok バンコク
first time 初めて
out of ～の外
Thailand タイ

careful
foreign
advice

気を付ける
外国の
アドバイス
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

When you are in a foreign country
you shouldn't drink the water.
外国に行った場合は生水を飲まない方が良い。

Advise Your Friends Using “when/in/while”
“when/in/while”を使って友人にアドバイスする

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。

While it is still bright, you should go home.

明るいうちに帰るべきだ。

Don't disturb her while she is sleeping.

彼女が寝てるあいだは邪魔しないで。

When there is typhoon approaching, you should stay at home.

台風が接近してる時は家にいるべ
きだ。

In a situation like this, you should be extra careful.

このような状況の場合は一層注
意するべきだ。

When you go overseas, you should bring a copy of your
passport with you.

海外に行く時はパスポートのコ
ピーも携帯するべきだ。

In an emergency case, you should not worry about taking your
stuff with you and just think of your safety.

緊急の場合は所有物を持ち出すことを
心配せず、身の安全だけを考えるべき
。
だ。

6 ACTIVITY
練習
Activity. Advise your tutor using “when/while/in” for traveling abroad.
Use the words below to help you.
練習： when/while/inを使って、先生に海外旅行のアドバイスをしましょう。下記の語も参考にしてください。

belongings, suitcase, health
insurance, medicine, large
bottles of liquids, passport,
travelers checks, money,
emergency contact number,
avoid dark areas

Hints
ヒント
belongings 持ち物

knife ナイフ
familiar 馴染んでいる、慣れている
travelers checks トラベラーズチェック
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