
SITUATION  
Sarah visits John and finds him playing video games again. 
サラがジョンを訪ねると、彼はまたテレビゲームをしています。	

Sarah: You are always playing video games 	
            at home. 
 
John  : Not always. I sometimes watch TV, listen  
            to music and read comics. 
 
Sarah: Oh, come on! That’s why you’re gaining 　　 
　　　　　so much weight. You had better start  
            exercising. 
 
John  : Mind your own business! 
 
Sarah: I’m worried about your health. 

DIALOGUE   

	
サラ ： 
家ではテレビゲームばかりしてるのね。 
 
 
 
ジョン： 
いつもじゃないよ。テレビを見たり音楽を 
聞いたりマンガを読んだりしてる時もある 
よ。 
 
セイラ： 
もう、勘弁してよ。だからどんどん太るのよ。 
運動を始めたほうがいいわよ。 
 
 
 
ジョン： 
余計な御世話だよ。 
 
セイラ： 
私はあなたの健康のことを心配してるのよ。 
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You had better start exercising. 
運動を始めたほうがいいよ。	
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not always       いつも〜とは限らない 
gain weight       太る 
so much　　      そんなにたくさんの	

mind your own business．　余計な御世話だ。 
be worried about～      ～が心配だ 
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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  

Giving Someone Advice 
他人に助言する	

GIVING ADVICE―affirmative sentence 

You had better start exercising. 

You ought to hurry! You’ll be late for the bus. 

You should take this train to get to Shibuya. 

運動を始めたほうがいいですよ。	

	

急いだほうがいいですよ！バスに遅れます。	

	

渋谷へ行くにはこの電車に乗るといいですよ。 

助言する―肯定文	

今日のポイント	

Lesson 29 
Level A2 General English 

You had better start exercising. 
運動を始めたほうがいいですよ。	

You’d better not tell her the truth. 
(×You’d not better tell her the truth.) 

You should not forget his kindness. 

彼女に真実は言わないほうがいい。 
 
彼の親切を忘れるべきではない。	

助言する―否定文	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Complete the conversations with ‘had better’ or ‘had better not’. 
練習1：　had betterかhad better notを用いて対話を完成させましょう。 	

Activity 2: What advice would you give someone who wants to improve their English? 
練習２：　英語を上達させたい人にあなたならどんなアドバイスをしますか？	

5 

6 

GIVING ADVICE―negative sentence 

1.  A: When does the meeting begin? 
     B: In a few minutes. We                          be late. 
  
2.  A: Is the station very far from here? 
     B: Yes, it is. You _________________take a taxi. 
 
3.  A: Wow, it’s already 11:45! 
     B: Well, the last train leaves at 11:50. We                         hurry. 
 
4.  A: It’s started raining. 
     B: We                               walk. Let’s take the bus instead. 
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Giving Someone Advice 
　助言をする 

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。 	


