Level A2 General English

Lesson 32

Apologizing Using I’m Afraid That
I’m Afraid Thatを使って残念な気持ちを表す	

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

1

I’m afraid that I can’t go to the party.
残念ですがパーティーには行けそうにないです。	

2 SITUATION
状況	
Becky and Lola are talking about a potluck party at Jane’s tomorrow.
ベッキー、ローラは明日ジェーン宅で開かれる持ち寄りパーティーの話をしています。	

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。 	

Lola : What are you going to take to the potluck party
at Jane’s tomorrow? I’m going to bake some
brownies.
Becky: I’m afraid that I can’t go to the party. I have a
lot of work to do. I am nowhere near finished.	
Lola : Oh, come on. It’s the weekend. You don’t have to
finish it until Monday. You have time.	
	
Becky: Maybe you’re right. Jane said she’s invited some
good-looking guys. This is a chance to find a
boyfriend!
Lola : That’s right!

アリス：	
明日のジェーンの家での持ち寄りパーティー、	
何を持っていく？私はブラウニーを焼こうかと	
思ってるの。	
	
	
ベッキー：	
残念だけど、私はパーティーに行けそうにな	
いの。やらなきゃいけない仕事がたくさんあっ	
て。まだまだ終わりそうにないのよ。	
	
アリス：	
そんなこと言わないで。週末よ。月曜日まで	
に終わらせる必要なんてないのよ。時間があ	
るじゃない。	
	
ベッキー：	
そうね。ジェーンがイケメンも招待したって言	
ってたし。彼氏をゲットするチャンスね！	
	
	
	
ローラ：	
そうよ。	

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。 	

potluck party 持ち寄りパーティ	
brownie ブラウニー	
nowhere near finished
まだまだ続く	
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I’m afraid that I can’t go to the party.
残念ですが、パーティーには行けそうにないです。	

Apologizing Using I’m Afraid That
I’m afraid that を使って残念な気持ちを表す	

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。 	

I’M AFRAID (THAT)…
I’m afraid that I can’t go to the party.

残念ですがパーティーには行けそうにないです。

I’m afraid that he is out at the moment.

恐れ入りますが、ただいま彼は外出中です。

SIMILAR EXPRESSIONS	

類似表現

I’m sorry that the items are out of stock.

申し訳ございませんがその商品は品切れです。

I apologize that we can’t go tomorrow night.	

我々が明日の晩行けなくて申し訳ありません。

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Complete the conversations using ‘I’m afraid…’ Then practice with your tutor.
練習 ： I’m afraid…を用いて会話を完成させ、次に先生と練習してみましょう。

1. A: Can I talk to David?
B:

. May I take a message?

2. A: You can meet me at 4:00p.m. tomorrow right? 	
B:
. I have to work until 5:00.
3. A: Will Japan be able to win the game?
B:

. The opposing team is too strong.

4. A: Will we be able to get tickets for the concert?	
B:
. I have a business trip that day.	
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