Level A1 General English

Giving A Reason For Something
理由を述べる

Lesson 64

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Why did Bob go to
the store?
ボブは何でそのお店に行ったの？

2 SITUATION
状況
Ricky is asking Maria about Bob.
リッキーがマリアにボブについて質問しています

3 ダイアログ
DIALOGUE
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。

Ricky : Why did Bob go to the store?

リッキー：
なぜボブはあの店に行ったの？

Maria : Probably to buy a T-shirt.

マリア：
たぶんTシャツを買いに行ったん
じゃないかな。

Ricky : T-shirt? Why?

リッキー：
Ｔシャツ？なんで？

Maria : Because he spilled coffee on
his T-shirt a few minutes ago!

マリア：
どうしてかっていうと、彼は数分
前にコーヒーをTシャツにこぼし
たから！

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。

probably
buy
because

多分
買う

spill
minute

こぼす
分

なぜなら
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

Why did Bob go to
the store?
ボブは何でそのお店に行ったの？
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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。

Why was John late?

ジョンはどうして遅れたんですか？

He was late because he missed the train.

彼は電車を逃したので遅れたんです。

6 ACTIVITY
練習
Activity1: Make some short conversations with your tutor using the statements below.
Your tutor is A and you are B:
練習1： 下記を用いて、先生と短い会話をしてみましょう。先生がA、あなたはBを行います。

e.g.

I go to work by bicycle.
A: Why do you go to work by bicycle?
B: Because it’s good for exercise.
1. I like swimming.
2. I study German every day.
3. I get up at 5 o’clock.
4. I clean up my room every day.
5. I go to the gym every weekend.
6. I’m going to the airport today.
7. I’ll study hard today.
8. I’ll go to an Indian restaurant tonight.

Activity2: Repeat the activity and switch roles.
練習2： 今度は役割を入れ替えて練習を繰り返しましょう。

Hints
ヒント

German ドイツの
get up 起きる
o’clock 時

clean up 掃除する
airport 空港
study
勉強する

hard
一生懸命に
Indian インドの
tonight 今夜
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