Level B1 General English

Verb(Demand/Recommend) + Subjunctive

Lesson 60

動詞（要求する、推奨する） + 仮定法

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I insist that you let me pay
for dinner.
ぜひ私に夕食代を払わせてください。	

2 SITUATION
状況	
Joe is talking with his friend Anna.
ジョーは友人のアンナと話しています。	

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。 	

Anna: Oh. It was such a lovely meal.
Joe : I’m glad you enjoyed it.
Anna: Oh, very much!
Joe : Ok. Shall we go? I insist that you let me pay for
dinner tonight.
Anna: That is very sweet of you Joe. Thank you.
Joe : My pleasure.

アンナ：
素晴らしい食事だったわ。	
	
ジョー：
喜んでくれて嬉しいよ。	
	
アンナ：
うん、すばらしかったわ！	
	
ジョー：	
じゃあ行こうか？今晩の夕食は僕に払
わせてね。	
	
アンナ：	
ほんとに優しいのね。ありがとう。	
	
ジョー：	
どういたしまして。	

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。 	

lovely
meal
very much
shall we~

素敵な
食事
非常に

insist
let me ~
pleasure

主張する
～させてください
喜び

～しましょうか
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I insist that you let me pay
for dinner.
ぜひ私に夕食代を払わせてください。	

Verb + Subjunctive For Demands or Recommendations
動詞 + 要求・推奨などを表す仮定法

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 propose that we take a little break.

少し休憩しましょう。

I demand that you finish this task by later this
afternoon.

今日の夕方までにこの仕事を終わらせて
ください。

I recommend that you read this influential book.

この影響力のある本を読んでみてください。

I request that you wear something appropriate
to the upcoming event.

来たるイベントではちゃんとした格好で行く
ことをお願いします。

I ask that you bring a ruler next Monday.

次の月曜日には定規を持ってきてください。

I suggest that you prepare for the art contest.

アートコンテストの準備をしたほうがいい
ですよ。

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Create sentences using the words below.
練習： 下記の語を使って文を作りましょう。 	

advise (that)
ask (that)
command (that)
demand (that)
desire (that)
insist (that)
propose (that)
recommend (that)
request (that)
suggest (that)
urge (that)

Hints
ヒント	

advise (that)
command (that)
desire (that)
insist (that)
urge (that)

～と忠告する
～するように命令する
～を要望する
～と主張する
～と主張する	
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