
SITUATION

Paul is talking to Alex about Jordan.

ポールはアレックスにジョーダンのことを話しています。

Paul: Guess what. Jordan was absent from the

meeting again. This time, without notice.

Alex: Again? He is always creating trouble for 

your team.

Paul: Yes. So, I’m thinking about giving him

a final warning, “If you do it again, we’ll

cut you from our team.”

Alex: I think it’s a great idea.

Paul: Really? I hope he will change.

DIALOGUE 

ポール：
聞いてくれよ。ジョーダンはまたミーティン
グを欠席したんだよ。今回は無断欠席だ
よ。

アレックス：
また？彼はいつも君たちのチームでトラ
ブルを起こしているよね。

ポール：
そうなんだ。だから、今度彼に最終警告を
出そうと思っているんだ。「もしまたやった
ら、チームから外すぞ」ってね。

アレックス：
それはいい考えだと思うよ。

ポール：
そうだよね。彼が変わってくれるといいん
だけど。
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今日のフレーズ
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状況

ダイアログ

Level A2 General English

I think it’s a great idea.
それはいい考えだと思いますよ。

1

2

3

cut from the team チームから外す

change 変わる

VOCABULARY
語い

4

absent 欠席の

without notice 無断で

warning 警告
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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 

Encouraging/Discouraging Others
他人の意見を推し進める/難色を示す

ENCOURAGING

I think it’s a great idea.

That would be good.

It seems rather good to me.

それはいい考えだと思いますよ。

いいんじゃないでしょうか。

なかなかよさそうですね。

相手の意見を推し進める

今日のポイント

Lesson 41
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I think it’s a great idea.
それはいい考えだと思いますよ。

I don’t think it’s a great idea.

It’s not a very good idea.

I just don’t know.

それがいい考えだとは思えません。

ちょっとそれはいい考えだと思いません。

私には分からないですね。

相手の意見に難色を示す

ACTIVITY
練習

5

6

DISCOURAGING

Activity 1: Read the situations below and make statements to encourage or discourage.
練習1: 下記の状況を読んで、 相手の意見を推し進めたり難色を示したりする文を作りましょう。

Activity 2: Tell your tutor 3 things you want to do and listen to hear if you are encouraged or  

discouraged by your tutor.
練習2: 先生にあなたがやりたいことを３つ言って、賛成されるか反対されるか聞いてみましょう。

1.   A: I’m thinking about making a complaint to the company.

B: . It won’t solve anything.

2.   A: I’m going to talk to Jack about becoming a member of our team.

B: . His ability will be useful for the project.

3.   A: I’m going to save money for life after retirement.

B: . The pension system is no longer reliable.

4.   A: I’ll throw away all these books.

B: . You should take them to a second-hand bookstore. 
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Encouraging/Discouraging Others
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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。


