
SITUATION

Ken and Tracy are shopping at a department store.

ケンとトレーシーはデパートで買い物をしています。

Tracy: I’d like to buy a good souvenir for my 

boss.

Ken : Does your boss drink?

Tracy: Yes, he does. I think he likes wine. 

Which do you think I should buy for 

my boss, red or white?

Ken : Why don’t you buy both?

Tracy: Hmm, that’s a good idea!

DIALOGUE 

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。

トレーシー：
上司に何かいいお土産を買おうと思
います。

ケン：
君の上司はお酒を飲みますか？

トレーシー：
はい。ワインが好きだと思います。白
ワインと赤ワイン、どちらを買ったらい
いと思いますか？

ケン：
両方買うのはどうですか？

トレーシー：
うん、それはいいアイディアですね。
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should ～するほうがいい

boss 上司

why don’t you~ ～するのはどうですか？

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。

Which do you think 

I should buy for my boss?
上司にどちらを買ったらいいと思いますか？

both                両方

good idea いい考え
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LANGUAGE FOCUS 
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Why don’t you  ~?

Why don’t you buy both wines?

I think～

I don’t think～

How about~ing~?

How about going to another shop ?

～したらどうですか？

今日のポイント

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。
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他のお店に行くのはどうですか？

～したらどうですか？ ～は、いかがですか？

両方のワインを買ったらどうですか？

ACTIVITY
練習

1. I need to buy a souvenir for my boss.

2. I don’t know which is better chocolates or crackers for the office 

staff.

3. I don’t know which jacket to buy.

4. I don’t know what to buy my husband/wife.

Activity 1: Give a suggestion for each situation.
練習1： それぞれの状況でアドバイスをしましょう。
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Activity 2: Now try to ask your tutor for some shopping suggestions.
練習2： 先生に買い物をする上でのおすすめを聞いてみましょう。
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私は～と思います

私は～と思いません

Which do you think 

I should buy for my boss?
上司にどちらを買ったらいいと思いますか？
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