
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。  
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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 didn’t expect to see you here. 
ここであなたに会うなんて思ってもみませんでした。 

1 

2 

3 

4 

Kasumi and Masaru run into each other at  

a party.  
カスミとマサルはパーティで会います。 

Kasumi: Oh, Masaru, I thought you were in  

               Hawaii? 

 

Masaru: I decided to come back early. 

 

Kasumi: I didn’t expect to see you here. How was  

               your vacation? 

 

Masaru: It was wonderful but I couldn’t stop 

thinking about you. 

  

Kasumi: Really? That’s so romantic. Maybe we  

               should have a drink. 

カスミ： 
あら、マサル、ハワイにいると思ってたん 

だけど。 

 

マサル： 
早く戻ってくることにしたんだ。 
 

カスミ： 

ここであなたに会うなんて思ってもみな
か 

ったわ。お休みはどうだった？ 

 

マサル： 
素晴らしかったけど、君のことばかり考え 

ていたよ。 

 

カスミ： 
本当に？それってとってもロマンティック 

じゃない！一杯飲みに行きましょうか。 

wonderful   すばらしい romantic   ロマンティックな 
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LANGUAGE FOCUS  

Verbs + to Infinitive 
動詞 + to不定詞 

私は彼に会うことに同意した。 

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 agreed to meet him. 

I decided to quit my job. 

I hope to go to university next year. 

I managed to fix my bike. 

I tried to help him. 

I want to visit my aunt next week. 

Do you want to go to the cinema tomorrow? 

Did you manage to finish your homework? 

Activity 1： Make some sentences using the verbs below. 
練習1： 下記の単語を使って文を作ってみましょう。 

              For example, “I decided to look for a new job.” 

ヒント 

Activity 2: Now use the above verbs to make some questions. 
練習2： 今度は、上の単語を使って疑問文を作ってみましょう。 

 
            For example, “Do you want to travel more?” 

Using manage to before  

a verb means that the  

action was difficult. 

I fixed my car. 

I managed to fix my car. 

want decide 

agree hope manage 

expect 
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私は仕事を辞めることを決めた。 

私は来年大学に行くことを望みます。 

私は自転車を何とか修理した。 

私は彼を助けようとした。 

私は来週おばさんのところを訪ねたい。 

明日映画に行きたいですか？ 

宿題を何とか終わらせましたか？ 

Hints 

I didn’t expect to see you here. 
ここであなたに会うなんて思ってもみませんでした。 
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