
SITUATION  
Rae is talking to Allie at her party. 
レイはアリーと彼女のパーティーで話しています。	

Rae  : Merry Christmas! I’m glad you came.  
          Please come in, Allie. 
 
Allie  : Thank you for inviting me to your  
          Christmas party. Wow, look at all your 

　 decorations! They are so lovely. 
 
Rae  : Thank you. I prepared some food so please 

 　help yourself. 
 
Allie  : Thanks. Oh, I brought some cookies that I    
           made. Here you are. 
 
Rae  : Thank you! Wow, gingerbread men!  

DIALOGUE   

レイ：	
メリークリスマス！来てくれてうれしいわ。         	
どうぞ入って、アリー。	
	
アリー：	
クリスマスパーティーにお招きありがとう。	
わぁ、この飾りつけ見てよ！ とってもかわい	
いわね。	
	
	
レイ：	
ありがとう。料理も用意したから、ご自由に	
どうぞ。	
	
アリー：	
ありがとう。あ、私が作ったクッキー持ってき	
たの。はいどうぞ。	
	
	
レイ　：	
ありがとう！わぁ、ジンジャーブレッドマン！	
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今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 General English 

decorations         飾りつけ、装飾 
lovely       　　　   かわいらしい 
help yourself～  ～をご自由にどうぞ 

Thank you for inviting me. 
お招きいただきありがとうございます。	

brought   持ってきた （bringの過去形・過去分詞形) 

gingerbread man     ジンジャーブレッドマン 
 （人間の形をしたスパイス入りのクッキーまたはケーキ） 

1 

2 

3 

4 
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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。 	

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。 	



LANGUAGE FOCUS  

Expressing Gratitude 
感謝を述べる	

THANK YOU[THANKS] FOR～ 
Thank you for inviting me. 
Thanks for coming with me. 
It’s kind of you to say so. 
How kind of you to visit me! 

今日のポイント	
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Thank you for inviting me. 
お招きいただきありがとうございます。	

REPLY	
どういたしまして。 

どういたしまして（丁寧）。 

どういたしまして（お礼なんていいよ）。 

どういたしまして（とんでもない）。 
 

ACTIVITY 
練習	

Activity1:  Express your gratitude for each of the situations below. 
練習1：　下記のそれぞれの場面において感謝を表現してみましょう。	

5 

6 

Ex. John invited you to his birthday party. 
      You: Thank you for inviting me to your birthday party.  
      John: You’re welcome. 
 
1.   Your friend came all the way to see you.  ※all the way:はるばる 
      You: Thank you so much      
      Friend: You’re most welcome. 
2.   Your son cooked for you while you were sick. 
      You : It’s kind      
      Son : Not at all. 
3.   Your friend lent you his book. 
      You     : Thanks      
      Friend : Don’t mention it. 

お招きいただきありがとうございます。 
 
私と一緒に来てくれてありがとう。 
 
そう言ってくれてありがとう。 
 
訪ねてくれて本当にありがとう。	

You’re welcome. 
You’re most[more than] welcome. 
Don’t mention it. 
Not at all.	

Activity2: Give your tutor examples of when you expressed gratitude to your family, 
       friends or coworkers.  

練習2：　家族、友人、同僚への感謝を表現するときの事例を先生に伝えてみましょう。	
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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。 	


