
SITUATION  
Sarah is reacting to some bad news. 
セイラが悪い知らせを聞いて反応しています。	

Sarah : You went to Disneyland last weekend, 
             didn’t you? How was it? 
 
Kevin : Actually, we couldn’t go there because 
             our son caught the flu. 
 
Sarah : Oh, I’m sorry to hear that. So, how is  
             your son? Is he fine now? 
 
Kevin : Yeah, the fever went down, but he’s  
             absent from school today because he’s 
             still coughing a lot. 
 

DIALOGUE   

セイラ： 
先週末はディズニーランドに行ったん
でしょ？どうだった？ 
 
 
ケビン： 
実は、息子がインフルエンザにかかっ
て行けなかったんだ。 
 
 
セイラ： 
まぁ、それはお気の毒に。で、息子さ
んはどうなの？今は元気？ 
 
 
ケビン： 
ああ、熱は下がったんだけど、まだ咳
がひどいから今日は学校を休んでい
るよ。	
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I’m sorry to hear that. 
それを聞いて残念に思います。（それはお気の毒に。）	

1 

2 

3 

4 

actually        　　　実は  　　　　 flu   インフルエンザ 
fever               熱   　　　　 go down  下がる 
be absent from～　～を欠席する  　　　　 cough  咳をする 
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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  

Reacting to News 
知らせに反応する	

Reacting to Sad News	
I’m sorry to hear that. 
Oh, that’s too bad.	

That’s terrible.	

それを聞いて残念です。 

あら、それは大変ですね。 

それはひどい。	

悲しい知らせに反応する	

今日のポイント	
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I’m sorry to hear that. 
それを聞いて残念です。（それはお気の毒に。）	

Really?	

What a surprise!	

Are you serious?	

本当に？ 

驚きました！ 

本気なの？	

驚きの知らせに反応する	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Ask your tutor the question below and react to their news using the expressions above. 
練習1：　先生に以下の質問をしてみましょう。そして講師の答えに対して、習った表現を使って答えてみましょう。 	

Student: What’s new? 

Tutor    :       . 

Student:       . 

5 

6 

Reacting To Surprising News	

Reacting To Good News	

That’s great!	
Wonderful!	

Excellent news! Congratulations! 	

よい知らせに反応する	

それはすてき！ 

すばらしい！ 

すばらしい知らせ！おめでとう！	

Activity 2: Now tell your tutor some news and listen to how they react. 
練習2：　先生に何かあなたのニュースを伝え、どんな反応をするか聞いてみましょう。	
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Reacting To News 
知らせに反応する 

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。 	


