
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 8 
Describing Your Obligation  

義務・責務等を表現する　 

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。 	

I’ll make sure to give him  
the message. 
必ず彼に伝言を伝えます。	

1 

2 

3 

4 

Jun’s making a phone call to talk to Mike. 
純はマイクと話そうと電話をしています。 

Is 〜 there?　  （電話で）〜さんはご在宅ですか 

That’s OK　      結構です（OKは納得、承知等の意味の他にも“それは必要がない”という意味でも使う） 

Mike’s mother: Hello? 
 
Jun                  : Hello. This is Jun speaking. Is Mike there? 
 
Mike’s mother: Uh, I’m sorry but he can’t come to the phone right  
                          now.  
 
Jun                  : OK. Could you tell him that I called? 
 
Mike’s mother: Sure. Do you want me to have him call you back? 
 
Jun                  : Well, that’s OK. I’ll call him again. 
 
Mike’s mother: Alright. Can I have your name, please? 
 
Jun                  : My name is Jun. It’s J-u-n. Mike and I are on the  
                           same research team at school. 
 
Mike’s mother: OK, Jun. I’ll make sure to give him the message. 
 
Jun                  : Thank you. Bye. 

マイクの母：	
もしもし？	

	
純：	
もしもし。純といいます。マイクはいますか？	

	
マイクの母：	
ごめんなさい、今電話に出られないのよ。	
	

	
純：	
そうですか。僕から電話があったことを伝えて
もらえますか。	
	
マイクの母：	
ええ。マイクから掛け直しさせましょうか？	
	
純：	
結構です。僕からまたかけてみます。	

	
マイクの母：	
わかったわ。お名前はなんていいますか？	
	
純：	
純です。J-u-n. マイクと僕は学校で同じ研究チ
ームなんです。	
	
	
マイクの母： 
わかったわ、純。必ずマイクにあなたの伝言を
伝えるわね。	

純： 
ありがとうございます。失礼します。	
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LANGUAGE FOCUS  

Describing Your Obligations 
やるべきこと・しなくてはいけないことを表現する	

必ず南口であなたに会うようにします。 

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。 	

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

I’ll make sure to meet you at the south exit. 

今晩その番組を必ず観ます。	

I’ll make sure to return the DVDs on my way home. 帰り道必ずDVDを返してきます。 

I’ll make sure to send the birthday card to Sally. 必ずサリーにこの誕生日カードを送ります。 

I’ll make sure to check the show on TV tonight. 

Activity : Imagine that you are going to study abroad for a year. 
　   What would you say to your (friends, mother, father, etc…)? 

練習： 想像してください。あなたはこれから一年間の海外留学に出発します。 
あなたの（友達、母親、父親、等）にどんなことを言いますか？	

1.  Friends　 

2.  Boyfriend/Girlfriend 

3.  Mother/Father　 

4.  Yourself　自身（の決意） 

e.g.  1.  I’ll make sure to send you postcards. 

        2.  I’ll make sure to call you as often as possible. 

        3.  I’ll make sure to study very hard. 

        4.  I’ll make sure to have lots of fun!  

Lesson 8 
Describing Your Obligation  

義務・責務等を表現する　 
Level B1 General English 

I’ll make sure to give him  
the message. 
必ず彼に伝言を伝えます。	
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