
SITUATION  
Mary is asking Mika what she is studying. 
メアリーはミカが何を勉強しているのか尋ねています。 

Mary  : Mika, what are you studying?  
 
Mika  : I’m studying Korean now.   
 
Mary  : Korean? Hey, how many languages are you  
            going to learn? You can already speak  
            English, Chinese and Japanese, and you 	
　　　     take French lessons, don’t you?  
 
Mika  : Yes. I’m interested in studying foreign 

　　languages. I want to learn as many 
　  languages as possible. 

 
Mary  : There is a lot to learn from your attitude 

　　toward studying. I guess I’ll start to study 
　　some foreign languages, too. 

DIALOGUE   

メアリー：	
ミカ、何を勉強しているの？	
	
ミカ：	
今は韓国語を勉強しているの。	
	
メアリー：	
韓国語？ちょっと、あなた何か国語習	
得するつもりなの？もうすでに英語、	
中国語、日本語が喋れるじゃない。そ	
れに、フランス語も習っているのよね？	
	
	
ミカ：	
ええ。私は外国語学習に興味がある	
の。できる限りたくさんの言語を学びた	
いと思っているわ。	
	
	
メアリー：	
あなたの勉強に対する姿勢からは見	
習うべきことが多くあるわ。私も何か外	
国語を勉強し始めようかしら。	
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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  

Talking About Interests Using Preposition + Verb + ing  
前置詞＋動名詞を使って興味のあることについて話す	 

PREPOSITION + Verb + ing 
I’m interested in studying foreign 
languages. 

I’m interested in moving to Osaka.	

I’m interested in having a roommate.	

今日のポイント	

Lesson 15 
Level A2 General English 

I’m interested in studying foreign languages. 
私は外国語学習に興味があります。	

I’m interested in hearing anything he has to 
say.	

I’m interested in changing my lifestyle.	

鳥の観察に興味はありますか？	

ACTIVITY 
練習	

Activity1 :Ask your tutor some questions about the topics below using “Are you interested in…” 
練習1：　先生に “Are you interested in…”を使って下記のトピックに関する質問をしてみましょう。	

5 

6 

私は外国語学習に興味があります。 
 
  
私は大阪に引っ越してみたいです。 
 
私はルームメイトを持ってみたいです。	

私は彼が話すことは何でも聞きたいです。	
 
 
 
私は自分の生き方を変えてみたいです。	

QUESTION	

Are you interested in watching birds?	

Activity2 : Now your tutor will ask you some questions so please answer them using  
                “I’m interested in…”. 
練習2：　先生がいくつか質問をするので、 “I’m interested in …”を使って答えてみましょう。	

countries,  job,  lifestyle,  	

music,  food,  cultures,  	

free time activities,  workplace,  friends,  family	
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Talking About Interests  
Using Preposition + Verb + Ing 

前置詞＋動名詞を使って興味のあることについて

話す 

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。 	


