
SITUATION  
Sarah is telling John what she has to do today. 
サラはジョンに彼女が今日しなければいけないことについて話しています。	

John : Shall we go cycling today? We finally got some  
            sunshine! 
 
Sarah: That’s a good idea. I’m tired of staying at home  
            because of the rain.  
 
John : OK, let’s go now. 
 
Sarah: Oh, can we wait for an hour?   I need to do my  
            laundry.  I have a lot of clothes to wash. 
 
John :  Ah. You couldn’t do the laundry because of the  
             rain, could you?  
 
Sarah: You’re right.     

DIALOGUE   

ジョン： 
今日はサイクリングにでかけないかい？ 
やっと晴れたことだし。	
	
	
サラ： 
いいわね。	
雨で家にいるのには飽きてたのよ。	
	
	
ジョン： 
よし、すぐにでも出かけよう。	
	
サラ：	
あ、１時間待ってちょうだい。	
洗濯物をしなきゃいけないの。 
洗わないといけない服がたくさんあって。	
	
ジョン： 
なるほど。雨のせいで 
洗濯できなかったんだね。	
	
	
サラ： 
そうなのよ。	
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Expressing Necessity 
  必要性を表す	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	
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I need to do my laundry. 
洗濯をしなければなりません。	

1 

2 

3 

4 

tired of～　　　   　～に飽きる 

because of～   　  ～のせいで、～のために 
do my laundry  　　洗濯をする 
	

 

need to～    ～する必要がある 

　　　　　　 ～しなければならない　　 　 
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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 Necessity 
必要性を表す	

Expressing Necessity 
I need to finish this report. 

I must stop smoking. 

I have to wear a tie at work. 

レポートを終わらせないといけません。	

 
禁煙しないといけません。	

 
職場ではネクタイを着用しなければいけません。 

必要性の表し方	

今日のポイント	

Lesson 30 
Level A2 General English 

I need to do my laundry. 
洗濯をしなければいけません。	

Negative Sentence 
I don’t need to cook dinner today. 

You needn’t worry about it. 

You don’t have to take your shoes off  
here. 

否定文	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Complete the sentences using the correct form.  
練習1：　空欄に適する語を入れて文章を完成させましょう。	

Activity 2: Tell your tutor about your necessities.  
練習2：　先生に「あなたがしなければいけないこと」について話しましょう。	

Hints 
ヒント	

in advance　 前もって　	
	
reservation　予約	
	
empty　空の、すいている	
	
souvenir　おみやげ	

5 

6 

今日は夕飯を作る必要はありません。 
  
そのことについては心配しなくていいですよ。 
 
 
ここでは靴は脱がなくてもいいですよ。 

1. You __________ a passport when you go abroad.	
 
2. You __________ buy the ticket one week in advance. 
 
3. This restaurant is always empty. You _____ to make a 

reservation. 	
 
4. You _____ buy me a souvenir but it would be nice.	

Expressing Necessity 
  必要性を表す	
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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。 	


