
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 23 
Using “What” To Emphasize Information 

Whatを使って情報を強調する	

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。 	

What I always notice is  
a person’s smile. 
私がいつも気づくのは、人の笑顔です。	

1 

2 

3 

4 

Ryo and Saki are talking about a new student.  
リョウとサキは新しく来た学生について話しています。	

Ryo: Did you see the new student? He’s so 
tall. 

 
Saki: And he smiles a lot. What I always 

notice is a person’s smile. 
 
Ryo: I think he should join the basketball 

team. I’ll ask him later. 
 
Saki: I hope he’s in my class. 

  
Ryo: Do you have a crush on him? 

リョウ： 
君はあの新しく来た学生を見た？彼
はとっても背が高いんだ。 
 
 
サキ： 
それに彼はたくさん笑うの。私がいつ
も気がつくのは人の笑顔なのよ。 
 
 
リョウ： 
彼がバスケットボールチームに入っ
たらいいなと思うな。後で頼んでみよ
う。 
 
サキ： 
彼が私のクラスだといいなぁ。 
 
リョウ： 
彼に片思いしているの？ 

join　 ～に加わる have a crush on　 ～に片思いする 
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LANGUAGE FOCUS  

“What” to Emphasize Information 
情報を強調するための”What”	

私が大好きなのは海辺に座ることです。 

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。 	

私をいつも幸せにするのは友達と一緒の時間を過ごす
ことです。	

私が本当に望んでいるのは行楽にいくことです。	

私が悲しいときにするのはチョコレートを食べることです。	

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

What I really love is sitting on the beach. 

What really makes me angry is noisy people. 

What I really want is to go on holiday. 

What I always try to do is work hard. 

What makes me happy is spending time with  
my friends. 

What I do when I’m sad is eating chocolate. 

What I love doing is sitting on the sofa  
watching TV all day. 

私を本当に怒らせるのはうるさい人たちです。	

Activity 1： Finish the following sentences. 	
練習1：　下記の文に何か付け足して、文を完結させましょう。	

私がいつもしようとしていることは一生懸命働くことです。 

1.  What makes me happy is 
2.  What I love doing is 
3.  What makes me angry is 
4.  What I really want is 
5.  What I hate is 
6.  What I always do after work is 
7.  What I do when I’m sad is 

Activity 2:　Now ask some questions.  
練習2：　今度は質問をしてみましょう。	

What makes you happy, angry, sad, excited, bored, nervous?  

Hints 
ヒント	

Using what at the 
beginning of your 
sentence makes it sound 
much stronger. 

 
Eating chocolate makes me happy. 

What really makes me happy is 
eating chocolate. 

 

Lesson 23 
Using “What” To Emphasize Information 

Whatを使って情報を強調する	
Level B1 General English 

私が好きなことはソファに座って一日中TVを見ることです。	

What I always notice is  
a person’s smile. 
私がいつも気づくのは、人の笑顔です。	

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 	


