
SITUATION  
John and Mika are talking about Jane. 
ジョンとミカはジェーンについて話しています。	

Mika : It’s been half a month since Jane moved into  
           your company.  Is she doing well? 
 
John : Yes. She has already fit into our company. 
 
Mika : That’s good. I was worried about her,    
           especially about her Japanese. 
 
John : Don’t worry. She is studying Japanese to    
           understand her coworkers. Our Japanese 
           staff help her study, and she helps them with  
           their English. 
 
Mika : I’m relieved to hear that. Please give my  
           regards to Jane. 

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。 	

ミカ：	
ジェーンがあなたの会社に転職して半月	
ね。彼女は元気にやってる？	
	
ジョン：	
ああ。彼女はもううちの会社になじんで	
るよ。	
	
ミカ：	
それはよかった。彼女のこと、特に日本	
語のことを心配していたの。	
	
ジョン：	
心配いらないよ。彼女は同僚たちを理解	
しようと日本語を勉強しているよ。うちの	
日本人スタッフが彼女の勉強を助けてい	
るし、彼女も英語に関して彼らの助けを	
してくれているよ。	
	
ミカ：	
それを聞いて安心したわ。どうぞジェー	
ンによろしく伝えておいて。	

Lesson 75 
Explaining The Purpose Of An Action 

行動の目的を説明する	
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Level A2 General English 

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。 	

She is studying Japanese to understand her  
coworkers. 
彼女は同僚たちを理解するために日本語を学んでいます。	
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2 
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coworker    　　同僚   　　       　 fit                  なじむ 
especially      とりわけ、特に  　　　        relieved   安心した 
give my regards to～　～によろしく伝える 
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LANGUAGE FOCUS  

Explaining the Purpose of an Action 
行動の目的を説明する	

INFINITIVE OF PURPOSE 
She is studying Japanese to understand her  
coworkers. 

He is working hard to buy a car. 

I use a hair dryer to dry my hair. 

彼女は同僚を理解しようと日本語を勉強しています。 
 

彼は車を買うために一生懸命働いている。 

私は髪を乾かすのにドライヤーを使う。 

目的を表す不定詞	

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 75 
Level A2 General English 

She is studying Japanese to understand her  
coworkers. 
彼女は同僚たちを理解するために日本語を勉強しています。	

LONGER FORM: IN ORDER TO 
She puts on a lot of makeup in order to look 
young. 

I didn’t tell her the truth in order not to hurt  
her feelings. 

長い形式： IN ORDER TO	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Match the action with the purpose. 
練習1：　後に続く目的を表す表現として正しいものを選びましょう。 

5 

6 

彼女は若く見せるために濃い化粧をする。 

 

私は彼女の気持ちを傷つけないように彼女に真実 
を伝えなかった。 

1.  I went to the library (                                 ). 
2.  Steve stopped at a shopping mall (                               ). 
3.  We went to the museum (                                 ). 
4.  I wrote to my sister in Holland (                                ). 
5.  I wrote down his e-mail address (                                ). 
6.  He stayed up all night and studied hard (                                ). 
 
A: to look at the pictures   B: to ask if she was doing well 
C: to pass the examination  D: to get his wife a present 
E: to borrow an illustrated encyclopedia  F: in order not to forget it 

Explaining The Purpose Of An Action 
行動の目的を説明する	
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Activity2 : Now tell your tutor about some things you have done recently and explain why. 
練習2：　次にあなたが最近したことについて、なぜそうしたのか講師に説明してみましょう。	


