Level A2 General English

Talking About Predictions
予測して話す

Lesson 48

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

In a few years, people might travel to
work by jet pack.
数年後には、ジェットパックで通勤しているかもしれない。	

2 SITUATION
状況	

Sally is reading a newspaper article about a linear-motor train.
She talks to John about it.
サリーがリニアモーターカーに関する新聞記事を読んでいます。
そのことについてデイビッドに話しかけます。	

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。 	

Sally : A linear-motor train can travel between
Tokyo and Osaka in only an hour!

サリー：
リニアモーターカーは東京‐大阪間をたった
１時間で走るのよ！

David : In only an hour? Wow, that’s fast!

デイビッド：
たった一時間で？何て速いんだ！
	
サリー：
この新しい電車を使えば、多くの人が通勤
時間を短縮できるわね。	

Sally : Many people will be able to shorten their
commuting time by using this new train.
David : Yeah. Progress in science and technology
has made a lot of things possible. In a few
years, people might travel to work by jet
pack.

サリー：
それはおおげさだと思うわ。

Sally : I think that’s an exaggeration.
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デイビッド：
あぁ。科学技術の進歩のおかげで多くのこ
とが可能になったね。数年後にはジェットパ
ックで通勤しているかもしれないね。

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。 	

linear-motor train
リニアモーターカー
commuting time
通勤時間
progress
進歩
science and technology 科学技術

possible
jet pack
exaggeration

可能な
ジェットパック
おおげさ、誇張
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

In a few years, people might travel to
work by jet pack.
数年後には、ジェットパックで通勤しているかもしれない。	

Talking About Predictions
未来のことを推量・予測する	

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。 	

MAKING PREDICTIONS

未来の予測・推測	
10年後には、どこに行ってもタバコを
吸えなくなるかもしれない。

In 10 years, you will not be able to smoke
anywhere.

	
いつか、人は月に住むかもしれない。

Someday, people will live on the moon.	
Soon, everyone will have a computer.	

まもなく、みんながコンピューターを
持つだろう。
	
	

WITH ADVERBIALS OF POSSIBILITY
He’ll certainly pass the exam.

確率を表す副詞とともに	

100% Sure	

きっと彼は試験に合格するだろう。

Jane probably won’t attend the meeting.

ジェーンは恐らく会議には出ないでしょう。

Maybe he doesn’t remember me.

もしかしたら彼は私を覚えていないかも。

She may possibly come tonight.

	

0% Sure

彼女はひょっとしたら今夜来るかもしれない。

6 ACTIVITY
練習	

Activity1 : Complete the conversation using certainly / probably / maybe.
練習1： certainly, probably, maybeを入れて会話を完成させましょう。	

Hints
A: What’s your plan for the weekend?
ヒント	
B: I’m not sure.
I’ll go for a bike ride, or I might
stay home and surf the net.
surf the net
A: The weather forecast says it will
rain
ネットサーフィンする
tomorrow. They’re saying an 80% chance of rain.
	
B: Really? Well, if it rains, then I will
stay home. 	

weather forecast
天気予報	

Activity 2: Make your own predictions.
練習2： あなた自身の考えで、「予測」を表す文章を作ってみましょう。 	
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