Level A2 General English

Expressing Desires
願望を表す

Lesson 40

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I hope they will win the game.
彼らが試合に勝つといいな。	

2 SITUATION
状況	
Alice and Mika are talking about the soccer game.
アリスとミカはサッカ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。 	

Alice: Hey, both Japan and England made it
to the final 16 in the World Cup!
Mika: Yes! Japan is going to face Spain next.
Spain is the favorite to win the World Cup.
I hope they will win the game.
Alice: It’ll be rather difficult for Japan to beat
Spain, but Japan has won most of their
games so far. I’m sure they’ll come through.
Mika: I hope Japan and England will play against
each other in the final. 	
	
Alice: I hope so, too.

アリス：
ねえ、日本もイングランドもW杯ベスト16
に進んだわね！	
	
ミカ：
ええ！日本は次に優勝候補のスペイン
と当たるのよ。次の試合に勝ってくれた
らいいなあ。	
	
	
アリス：
スペインを破るのは日本にとってはか
なり難しいだろうけれど、でも日本はこ
こまでほとんどの試合を勝ってきたんだ
もん。きっと何とかやってくれるわ。	
	
ミカ：
決勝で日本とイングランドが戦えるとい
いわね。	
	
アリス：
私もそう望んでいるわ。	

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。 	

face
rather

（試合で）当たる、対戦する
かなり

favorite(名詞）
come through

優勝候補
通過する、やり通す
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I hope they will win the game.
彼らが試合に勝つといいな。	

Expressing Desires
希望・願望を表す	

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 HOPE (THAT)…
I hope they will win the game.

彼らが試合に勝つといいな。	

I hope Japan and England will play in the final.

日本とイングランドが決勝で当たるといいな。

I hope it won’t rain tomorrow.

明日は雨が降らないといいな。

SIMILAR EXPRESSION
I wish the next World Cup would be held in
Japan.

次のW杯が日本で開催されますように。	

I want my children to have a happy life.

子供たちには幸せな人生を送ってもらいたい。

(×I want that my children will have a happy life.)

Can you finish it by tomorrow?
–I hope so.(=I hope I can finish it by tomorrow.)
Will it be rainy tomorrow?
–I hope not. (=I hope it won’t rain tomorrow.)

6 ACTIVITY

それ明日までに終わらせられる？
―だといいんだけど。
明日は雨なのかな。
―そうじゃないといいんだけど。

練習	

Activity 1: Use the words below to make sentences expressing desires.
練習1：下記の語句を使って、願望を表す文章を完成させましょう。	

1. ( she / pass / exam).
2. (they / solve / the difficult problem)
3. (he / be in time for work)
4. (the thief / be caught / soon)
5. (my grandmother / live long)

Activity 2: Tell your tutor about some of your desires.
練習2： 先生にあなたが願っていることについて話してみましょう。	
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