Level B1 General English

Asking For An Opinion
意見を尋ねる

Lesson 70

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Would you rather go to
Okinawa or Hokkaido?
沖縄と北海道のどちらに行きたいですか？

2 SITUATION
状況
Keiko is talking with her friend Karen.
ケイコは友人のカレンと話しています。

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。

Keiko: What do you want to do this summer?

ケイコ：
今年の夏休み何したい？

Karen: Well,why don't we travel somewhere?

カレン：
そうね、どこか旅行にでもいかない？

Keiko: That sounds good. We didn't travel anywhere last summer.
So is there any place you want to go?

ケイコ：
いいわね。去年の夏は旅行しなかったし。ど
こか特に行きたいところはある？

Karen: Umm...I guess I want to go to somewhere touristic. How
about Okinawa or Hokkaido? Would you rather go to
Okinawa or Hokkaido?

カレン：
私はどこか観光地的なところに行きたいわ。
沖縄か北海道はどう？沖縄と北海道のどっ
ちに行きたい？

Keiko: I would rather go to Hokkaido. There is a lot of delicious
food in Hokkaido. Besides, I've never been there.

ケイコ：
私は北海道にいきたいわ。美味しい食べ物
がたくさんあるし。それに私まだいったことが
ないの。

Karen: I’d rather go to Okinawa. The beach in Okinawa is
amazing. I just want to lie on the beach and have a lazy
holiday.

カレン：
私は沖縄にいきたいわ。沖縄の海はすばら
しいし。ただビーチで寝転んでのんびりお休
みをすごしたいわ。

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。

touristic
besides

観光地の
加えて

lie on the beach ビーチで寝転がる
lazy だらだら、のんびりする
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Would you rather go to
Okinawa or Hokkaido?
沖縄と北海道のどちらに行きたいですか？

Asking For An Opinion
相手の意見を求める

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。

Would you rather eat chicken or pork?

チキンとポークのどちらが食べたい
ですか？

Would you rather do it now or later?

今か後か、どちらでやりたいですか？

Would you prefer to eat chicken or pork?

チキンとポークのどちらが食べたい
ですか？

Would you prefer to stay in or go out?

家にいるのと外出するのとどちらが好きで
すか？

I would rather eat chicken.

チキンが食べたいです。

I would prefer to not think about it.

それについては考えたくない。

I would rather not go out on this weekend.

今週末は出かけたくない。

6 ACTIVITY
練習
Activity : See how many questions you can ask your tutor about the following. Then
listen to your tutor’s responses.
練習： 下記についていくつの質問を先生にできるか試してみましょう。それから、先生の返答を聞いてみ
ましょう。

vacation movies food car travel
music present job pet
restaurant
Hints
ヒント
beachside or downtown
sporty or economical

浜辺か繁華街か

スポーティか経済的か

easy-listening or energy pumping

イージーリスニングか活気のあるものか
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