
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 22 
Reporting What People Say And Think 

人が言ったことや考えについて話す 

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。 	

Many people believe that aliens exist. 
たくさんの人がエイリアンは存在すると信じています。	

1 

2 

3 

4 

Mika and Riku are talking about aliens.  
ミカとリクはエイリアンについて話しています。	

Mika: I saw lots of strange lights in the sky  
          last night. I think they were UFOs. 
 
Riku: You don’t believe in aliens, do you? 
 
Mika: Many people believe in aliens. 
 
Riku: Well, it’s very mysterious, maybe I  
          should keep an open mind. 

  
Mika: Why don’t we go UFO watching  
          tonight? 

ミカ： 
ゆうべ空にたくさん奇妙な光を見たわ。
あれはUFOだったと思うんだけど。 

 
リク： 
君はエイリアンを信じないの？ 
 
ミカ： 
たくさんの人がエイリアンを信じている
わ。 
 
リク： 
うん、とっても不思議だもんね、たぶん
柔軟な心を持っていなくてはいけない
ね。 
 
ミカ： 
今夜UFO観察に行かない？ 

mysterious　 神秘的な、不可思議な　　 　open mind　 広い心、柔軟な心　 
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LANGUAGE FOCUS  

Reporting Clauses 
間接話法	

彼は我々が明日会うべきだということに同意した。 

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 

He agreed that we should meet tomorrow. 

They claim that we stole the bag. 

She assumed that I would come home early. 

He doubted that I would pass the exam. 

She feels that we should have a break. 

He believed that no one would come to the party. 

Activity 1: Finish the following sentences.	
練習1：　下記の文に続きを加えて、文を完結させましょう。	

Hints 
ヒント	

You can use these verbs  
in the past if the opinions  
or feelings are finished. 
She agreed that I was right. 

For regular opinions or  
feelings use the present. 
She believes that ghosts exist. 

1.  My aunt assumed that  
2.  He agreed that 
3.  My grandmother believed that 
4.  The students felt that 
5.  Tom claimed that 
6.  Alice agreed that 
7.  My sister believes that 

Activity 2: Talk about your family and friends. Say what they think, believe or feel. 
練習2：　あなたの家族や友達について話してみましょう。彼らの考えや、信じていること、感じていることについて述べましょう。	

Lesson 22 
Reporting What People Say And Think 

人が言ったことや考えについて話す 
Level B1 General English 

彼らは我々がかばんを盗んだと主張した。 

彼女は私が早く家に帰ると思っていた。 

彼は私が試験に受かるかを疑っていた。 

彼女は我々が休憩を取るべきだと思っている。 

彼は誰もパーティに来ないだろうと信じていた。 

Many people believe that aliens exist. 
たくさんの人がエイリアンは存在すると信じています。	
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