
SITUATION  

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。 	

Lesson 1 
Greetings And Expressing Opinion 

　あいさつと意見交換	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level B1 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。 	

It is great to see you again. 
またお会い出来てとても嬉しいです。	

1 

2 

3 

4 

Mariko is talking with her host mother, Mrs. Logan, at the airport. 
マリコは空港でホストマザーのローガンさんと話しています。	

Mariko     : Oh, Mrs. Logan! 
 
Mrs. Logan: Hi, Mariko! Welcome back! It’s been ages,  
                hasn’t it? 
 
Mariko     : Yes, it has. It is great to see you again. 
　　　　　 
Mrs. Logan: Same here, Mariko.  

  
Mariko     : I missed you and your family so much. 

How have you been? 
 
Mrs. Logan: I’ve been great. Thank you. Here, let me 

help you carry the luggage. Aren’t you 
tired from the long trip? 

マリコ：	
あっ、ローガンさん！	
	
ローガン：	
マリコ！おかえりなさい！久し振りじゃ	
ない？	
	
マリコ：	
そうですね。またお会い出来てとても嬉	
しいです。	
	
ローガン： 
私もよ、マリコ。 
	
マリコ： 
あなたとご家族にとても会いたかったで 
す。いかがお過ごしですか。 
	
ローガン： 
楽しくやっていますよ。ありがとう。さぁ、 
荷物を運ぶのを手伝わせて。長旅で疲 
れているんじゃない？ 

How have you been? 　元気でしたか？ 

luggage　  荷物	

It’s been ages, hasn’t it?  久し振りですね。 

miss　   (人）がいないのを寂しく思う 
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LANGUAGE FOCUS  

Expressing Your Opinion Using “It + Adjective + to + Infinitive” 
”it + 形容詞+to不定詞”を使ってあなたの意見を伝える	

授業の復習をするのは良いことです。 

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。 	

どこか新しい場所を訪れるのは 
いつもわくわくします。	

健康を維持することは大切です。	

いい友人たちと時間を共にすることは楽しい。	

It is important to maintain your health. 

ACTIVITY 
練習	

1.  Your tutor wants to improve his/her Japanese. 

5 

6 

It is always exciting to visit somewhere new.　 

It is good to review your lessons. 

何か新しいことを始めるのは難しいです。	It is difficult to start something new. 

It is fun to spend time with good friends.  　 

2.　Your tutor is looking for a good place to go on  
      vacation. 

3.　Your tutor can’t seem to sleep well. 

Lesson 1 
Level B1 General English 

Activity 1: Give some advice to your tutor. 
練習1：　先生に何かアドバイスをしてみましょう。	

やる気を保つことは大変です。 It is hard to keep yourself motivated. 

Hints 
ヒント	

try to ～   ～を試す 
watch movies with  
Japanese subtitles 
日本語字幕で映画を観る	

use the Internet 
インターネットを利用する 
take a hot bath 
暖かいお風呂に入る 
have some herb tea 
before bed 
寝る前にハーブティーを飲む	

Activity 2: Tell your tutor what you think is good to do when 
　　　 you learn English. 

練習2：　英語を学ぶ上で、すると良いと思うことを先生に伝えてみましょう。 	

Greetings And Expressing Opinion 
　あいさつと意見交換	

It is great to see you again. 
またお会い出来てとても嬉しいです。	
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