Level A2 General English

Talking About Something You Want To Do
自分の希望を述べる	

Lesson 26

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I would like to try
rock climbing.
ロッククライミングがやってみたいです。	

2 SITUATION
状況	
Ken and David are talking about sports.
ケンとデイビッドはスポーツ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。 	

Ken : Do you play any sports?

ケン：
何かスポーツはやってる？

David: Yes. I try to go swimming as often as
possible. How about you, Ken?

デイビッド：
うん。できるだけ水泳には行くようにして
いるんだけど。きみはどう？ケン。

Ken : I don’t do any sports now, but I’m
thinking about starting something
unusual. I would like to try rock
climbing.

デイビッド：
面白そう！	

David: That sounds exciting!

4

	
ケン：
今は何のスポーツもしていないけれど、
何か珍しいのを始めようかと思っていて。
ロッククライミングがやってみたいんだ。

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。 	

as _ as possible できるだけ～	
would like to ～したい
exciting 面白い、わくわくする

unusual 珍しい、変わった
rock climbing ロッククライミング
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I would like to try rock climbing.
ロッククライミングがやってみたいです。	

Talking About Something You Want to Do
自分のやりたいことを相手に伝える	

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。 	

ASKING WHAT SOMEONE WANTS TO DO

相手のやりたいことの尋ね方	

What sports would you like to do?

どんなスポーツをやりたいですか？

What kind of job would you like to have?

どんな職業に就きたいですか？

What do you want to do this weekend?

今週末は何をしたいですか。	

RESPONSES	

返答	

I would like to try rock climbing.

ロッククライミングがやってみたいです。
	

I would love to be a teacher like you.

あなたのような教師にぜひともなりたいです。
	

I want to go surfing.

海にサーフィンに行きたいな。	
	

6 ACTIVITY
練習	

Activity 1: Complete the conversation with the words and the phrases below.
練習1： 以下の語句を用いて対話を完成させましょう。 	

A:
would you like to
B: I would like to
.
.

?

A:
would you like to
B: I would like to
.
.
A:
would you like to
3
B: I would like to
.
.

?

1
2

?

1. what / eat for dinner / eat pizza

2. what kind of movie / see / see a comedy

3. which book / read / read this book

Activity 2: Your tutor will ask you three questions. Listen and answer them.
練習2： 先生が３つあなたに質問をします。よく聞いて、答えてみましょう。	
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