Level A2 General English

Lesson 22

Talking About Possibility Using Depends On
Depends Onを使って可能性を述べる

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

It depends on the weather.
天候によります。	

2 SITUATION
状況	
Kate and Nancy are talking about how to get to the
concert hall.
ケイトとナンシーはコンサートホールにどうやって行くかに
ついて話しています。	

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。 	

Kate : We’re going to the concert tomorrow!
Nancy: Yeah. I’m looking forward to it. So, how
are you going to get to the concert hall?
Kate : It depends on the weather. If it rains, I’ll
take a taxi and if doesn’t, I’ll go there by
bicycle. How about you?
Nancy My sister said she’s gonna drive me to the
hall. Why don’t you come with us? We’ll
pick you at your house.	
Kate : Oh, I’d appreciate it.

ケイト：
明日はコンサートね！	
	
ナンシー：
ええ。楽しみだわ。で、あなたはどう
やってコンサート会場まで行くつも
り？	
	
ケイト：
天気によるわ。雨だったらタクシーで、
雨じゃなければ自転車で行こうかな。
あなたは？	
	
ナンシー：
妹が車でホールまで送ってくれるっ
て言ってるの。一緒に行かない？迎
えに行くわよ。	
	
	
ケイト：
あら、ありがたいわ。	

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。 	

look forward to～ ～を楽しみにする
gonna going toの短縮形
drive A to B
Aを車でBまで送る

pick 取り上げる
appreciate 感謝する	
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

It depends on the weather.
天候によります。	
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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。 	

DEPENDS ON…
It depends on the weather.

天候によります。

It all depends on how you feel.

全ては君の気持ち次第だ。

Their arrival will depend on if the plane is
on time.	

彼らの到着は飛行機が定刻かどうかによる。

Taking a summer holiday will depend on
if I can get my work finished.	

夏休みを取ることに関しては私が仕事を終えられる
かどうかによります。

It depends.	

それは時と場合によります（ケースバイケースです）
※決まり文句	

ACTIVITY
6 練習	
Activity 1: Choose the correct phrase to complete the conversations.
練習1： 会話を完成するための的確な表現を選択してみましょう。	

1. A: Please lend me your car.
B: It depends on

.

2. A: Isn’t New York a dangerous city?
B: It depends on
3. A: Will I be able to pass the exam?
B: Well, that depends on

.

.

4. A: Do you think he will give me a hand?
B: It depends on

・the area of the city
・how you ask him
・how long you will use it
・how seriously you study

.

Activity 2: Tell you tutor about the possibility of 3 things using depends on.
練習2： 何か3つのことの可能性に関して”depends on“を使って先生に話してみましょう。	
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