
SITUATION  
Ai is talking to her friend Sam. 
アイは友人のサムと話しています。 

Sam: I have a terrible headache today. By  
          the way, how was the concert last  
          night? I bet you had a big night! 
 
Ai    : Thank you for reminding me. Due to  
          the blackout, we missed the concert.  
 
Sam: Oh, I am sorry to hear that. Well there  
          is always next time! 
 
Ai    : I guess. 

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。 	

サム：　	
今日はひどく頭が痛いんだ。ところで、	
ゆうべのコンサートはどうだった？	
すごく楽しんだんだろ！	
	

	

アイ：	
思い出させてくれてありがとう、停電の	
せいでコンサート見逃したの･･･。	

	

サム：	
えー、残念だったね！まあいつだって	
次があるからさ！	
	
	
アイ：	
そうだといいけれどね。	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

I bet　        賭ける	

remind　    思い出させる 
blackout　 停電 

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。 	

By the way, how was the 
concert last night? 
ところで、ゆうべのコンサートはどうだった？	

1 

2 

3 

4 
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miss　   逃す 
guess　 推測する 

Discourse Markers  
話題をつなぐ言葉（談話標識） 	
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LANGUAGE FOCUS  

Using Discourse Markers such as “by the way”, 
“incidentally”, “right”, “all right” and “now” 
“by the way”, “incidentally”, “right”, “all right” や “now” などの談話標識を使って話す	

談話標識は話題を変えるために使われます。 

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。 	

ゆうべミランダにたまたまあったよ。 
ところで、彼女とフィルは結婚したね。 

みなさん飲み物はお持ちですか？それでは、
グラスをあげて新郎新婦に乾杯しましょう。 

Everyone is here now? Right, let’s start the party. 

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

Here are the keys to the car. By the way, I put gas 
in it last night.  

車のカギはこれです。ところで、ゆうべガソリンは
入れておいたからね。 

Now, I want to make sure that you will pick me up  
at 5:00.  
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Activity : Talk about the following topics with your tutor. See  
　　　　　  if you both can naturally introduce discourse  
              markers into the conversation. 
練習：  先生と一緒に下記のトピックについて話し合いましょう。会話の中で 
           お互いに談話標識（discourse markers）が自然に使えるか、試して 
           みましょう。	

みなさんいらっしゃいますか？ 
さて、パーティを始めましょう。 

Does everyone have a drink? All right, let’s raise 
our glasses to the newly weds. 

Hints 
ヒント	

succeed 　      成功する 
achieve 　       到達する 
completed 　  完了する 
unexpected　 予期しない 
lose weight 　 減量 
communicate　 交流する 
miss flight　   飛行機に遅れる 
on time　         定刻 
 

I ran into Miranda last night. Incidentally, she and 
Phil got married.  

Discourse Markers  
話題をつなぐ言葉（談話標識） 	

1.  Talk about something you achieved. 

2.  Talk about how you spent your last holiday. 

3.  Talk about your best friend. 

4.  Talk about your job. 

Discourse markers are used to change the topic. 

By the way, how was the 
concert last night? 
ところで、ゆうべのコンサートはどうだった？	

それでは、５時に必ず迎えに来てほしいんで
すが。 
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