
SITUATION  
Rob is asking Laura to watch a DVD with him. 
ロブはローラに一緒にDVDを見ようと誘っています。 

Rob   : Hey, Laura. Let’s watch a DVD.  	
            	
Laura: Sure. But I have to wash the  
            dishes first. 	
                   	
Rob   : OK. Let’s do them together.	
	
Laura: Thanks. 	

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。 	

ロブ： 
ローラ。DVDを見ようよ。	
　　　　　	
	
ローラ： 
いいわね。でも先に皿洗いをしなきゃ。　	
　　　　　	
 
 
　	
ロブ： 
じゃ一緒にやろう。	
	
　　　	
ローラ： 
ありがとう。	
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watch　見る	

wash　 洗う	

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。 	

I have to wash the dishes. 
私は皿洗いをしなければなりません。	
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しなければならないことを伝える 

dish　       皿　	

together　一緒に	
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LANGUAGE FOCUS 	
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。 	

Lesson 18 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

Saturday　土曜日	

Sunday　   日曜日	

5 

Activity1: Answer the questions below. 
練習1：　下記の質問に答えましょう。	

I 
You 
We 
They 

Talking About Obligations 
しなければならないことを伝える	

私は皿洗いをしなければなりません。	

あなたは皿洗いをしなければなりません。	

私達は皿洗いをしなければなりません。	

彼らは皿洗いをしなければなりません。	

練習	
6 ACTIVITY 

1. What do you have to do this Saturday? 
2. What do you have to do this Sunday? 
3. What do you have to do tonight? 
4. What do you have to do tomorrow? 
5. What do you have to do after breakfast? 
6. What do you have to do after this English lesson? 

I have to wash the dishes. 
私は皿洗いをしなければなりません。	

have to wash the dishes. 

He 
She 

has to wash the dishes. 彼は皿洗いをしなければなりません。	

彼女は皿洗いをしなければなりません。	

Do you/they have to wash the dishes? 
Does he/she have to wash the dishes? 

Activity2: Ask your tutor what she/he has to do tonight. 
練習2：　先生に今夜何をしないといけないか尋ねてみましょう。	

tonight　    今夜	

tomorrow　明日	
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あなたは/彼らは皿洗いをしなければなりませんか？ 

彼は/彼女は皿洗いをしなければなりませんか？ 


