Level B1General English

Advice
アドバイスする

Lesson 61

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

To speak a foreign language well,
you should try living overseas.
外国語が上手くなりたいなら、海外に住んでみるべきです。

2 SITUATION
状況
Kenji is talking with his friend, Kate.
ケンジは友達のケイトと話しています。

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。

Kenji： Kate, have you studied a foreign language?

ケンジ：
ケイト、外国語を勉強したことある？

Kate : Yeah, I majored in French in college. It was too difficult
and I was barely good enough to follow the class.

ケイト：
ええ、大学の時フランス語を専攻していたわ。
とても難しくて、クラスについていくのがやっ
とだったわ。

Kenji: I see. Well, what do you think of my English?

ケンジ：
そうなんだ。それで、僕の英語はどう思う？

Kate : I think your English has considerably improved, to be
honest.

ケイト：
あなたの英語はかなり上達したと思うわ、正
直に言って。

Kenji: Thanks, Kate. So, what do I need to do to improve
more?
Kate : I guess, to speak a foreign language well, you should
try living overseas.

ケンジ：
ありがとう、ケイト。それで、もっと上達する
にはどうするべきだと思う？
ケイト：
そうね、外国語が上手くなりたいなら、海外
に住むんでみるべきだと思うわ。

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。

major in 専攻する
barely good enough
considerably かなり

辛うじて

to be honest 正直に言って
improved 上達する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

To speak a foreign language well,
you should try living overseas.
外国語が上手くなりたいなら、海外に住んでみるべきです。

Advice (Should/Must/Need to)
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。

We should keep our mouths shut.

私たちは口を閉ざすべきだ。

He should take a taxi, instead of the train.

彼は電車の代わりにタクシーに乗る
べきだ。

You need to do more exercise.

あなたはもっと運動をするべきだ。

You need to complain to the landlord.

あなたは管理人に苦情を言うべきだ。

You need to leave the party early to get home.

あなたは家に帰るために早くパーティー
から去る必要がある。

He needs to work late to finish his job.

彼は仕事を終わらせるために遅くまで働く
必要がある。

You must go to the shop before it closes.

あなたはその店が閉まる前に行くべきだ。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity :What advice would you give ?
練習 ：今日のフレーズを使ってアドバイスしてみましょう。

１．I can't decide where to go on holiday next year.
2. I’ve just got a big credit card bill but I have no money
to pay it.
3. I just found out that my girlfriend is going out with
another man.

travel abroad 海外旅行
domestic travel 国内旅行
borrow money お金を借りる
break up 別れる
make sure of 事実を確かめる
visit temples and shrines
寺や神社を訪ねる

enjoy Japanese gourmet food
日本のグルメ料理を楽しむ

4. I’m going to Japan next month so I need to find out
what I should do there.
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