
SITUATION

Steve and Mark are talking about Jessica’s birthday party tonight.

スティーブとマークはジェシカの今晩の誕生日パーティについて話しています。

Steve : Are you going to attend Jessica’s 

birthday party tonight?

Mark : Yes, I am. How about you?

Steve : Of course, yes. I wonder whether John

will come.

Mark : He said that he couldn’t come to the  

party tonight.

Steve : Oh, did he? I’ve not seen him for a while,

so I hoped to see him at the party.

DIALOGUE 

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。

スティーブ：
今夜のジェシカの誕生日パーティ
ーは出席するつもりですか？

マーク：
はい。あなたは？

スティーブ：
もちろん。ジョンは来るんでしょう
か。

マーク：
彼は今夜のパーティーに来れな
いと言っていましたよ。

スティーブ：
おや、そうですか？しばらく彼には
会ってないので、パーティーで会
えたらなと思っていたんですが。

Lesson 62 
Reporting Another Person’s Statement

他の人の発言を伝える

今日のフレーズ
PHRASE OF THE DAY

VOCABULARY

状況

ダイアログ

語い

Level A2 General English

attend ～に出席する

for a while しばらくの間

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。

He said that he couldn’t come to the party tonight.

彼は今夜のパーティーに来れないと言っていました。

※ Oh, did he (say that he couldn’t come to the party tonight) ? 繰り返しを避けるための省略。
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LANGUAGE FOCUS 

Reporting Another Person’s Statement
他の人の発言を伝える（間接話法）

REPORTED SPEECH
He said that he couldn’t come to the party 

tonight.

(=He said, “I can’t come to the party tonight.”)

Jane said that she knew the truth.

(=Jane said, “I know the truth.”)

David said that his father was out then.

(=David said, “My father is out now.”)

She said that she would come back soon.

(=She said, “I will come back soon.”)

Sally said that she wanted to have a dog.

(=Sally said, “I want to have a dog.”)

今日のポイント

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。

Lesson 62
Level A2 General English

He said that he couldn’t come to the party tonight.

彼は今夜のパーティーに来れないと言っていました。

Reporting Another Person’s Statement

他の人の発言を伝える

ACTIVITY
練習

Activity 1 : Complete the sentences following the example below.
練習1：下の例に倣って、文を完成させましょう。
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1. “I will help you.” →John said that ( )(                   )(                  )(                  ).

1. “I can do it.”→You always say that (                    )(                   )(                   )(                   ).

2. “It’s too late.”→I said to myself that (                    )(                     )(                   )(                    ).

3. “I’ll see you tomorrow.”

→Yesterday he said that (                 )(                )(                  )(                  )(                    ). 

間接話法

彼は今夜のパーティーに来れないと言っていた。

ジェーンは真実を知っていると言った。

デービッドは彼の父親はその時不在だと言った。

彼女はすぐに戻るつもりだと言った。

サリーは犬を飼いたいと言っていた。

Ex. “I love you.”→She said that (    she )(     loved )(      me ).

Activity 2 : Tell your tutor what you heard today at work or school.
練習2：先生に今日職場や学校で聞いたことを話してみましょう。
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