
SITUATION  
Frank is asking Mari for suggestions for his wife’s birthday present. 
フランクはマリに奥さんへの誕生日プレゼントを何にしたらいいか相談しています。	

Mari  : Did you buy a birthday present  
            for your wife?	
	
Frank: Not yet. Do you have any  
            suggestions?  　	
            	
Mari  : How about buying her a ring?                          	
	

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。 	

マリ： 
奥さんの誕生日プレゼントは買った
の？	
　　　　　	
	
	
フランク： 
まだなんだよ。	
何かおすすめはある？　　	
	
	
	
マリ： 
指輪を買ってあげるのはどう？　　　　　　　　　	

Lesson 45 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

wife　           妻	

yet　             まだ 
suggestion　 おすすめ、提案 
	

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。 	

How about buying  
her a ring? 
彼女に指輪を買ってあげたら？	

1 

2 

3 

4 

Making A Suggestion 
提案する	

buy　買う	

ring　指輪	
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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 45 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

feel　 感じる	

sick　病気	

quit　やめる	

5 

Activity1: Give suggestions for the following situations. 
練習1：　下記の状況に対して、提案をしてみましょう。	

Making Suggestions 
提案する 

彼女に指輪を買ってあげては如何ですか？	

練習	
6 ACTIVITY 

How about buying her a ring? 
Why don’t you buy her a ring? 

1. I feel sick today. 
2. I have no idea what I should eat tonight. 
3. I want to quit my current job. 
4. I’m a high school student. I want to become a doctor. 
5. I want to go traveling and need advice. 

current　現在の	

job　       仕事	

Sounds great. 
I’m not sure about that. 
I don’t think it’s a good idea. 

How about ~ ? / Why don’t you ~ ? 

Making A Suggestion 
提案する	

How about buying her a 
ring? 

いいですね。	

それについてはよくわかりません。	

私はそれがいい案だとは思いません。	

Activity2: Ask your tutor for suggestions. 
練習2：　先生の提案を聞いてみましょう。	

彼女に指輪を買ってあげたら？	
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