
SITUATION  
Eddy is talking with his friend Sean. 
エディーは友人のショーンと話しています。 

Eddy: Hey Sean. Did you speak to Nancy this morning?  
 
Sean: No, I didn’t. She must be on the way to the 

airport now. 
 
Eddy: I am not sure, but I think her trip was cancelled. 
 
Sean: Oh, really? What happened? 
 
Eddy: If I heard the news right, I think all the flights 

to New York were cancelled due to the heavy 
rain. 

 
Sean: Oh, that’s not good. Let’s give her a ring now. 

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。 	

エディー：　 
やあショーン、今朝ナンシーと話した？	
 
ショーン： 
いや、話してないよ。今空港に向かって
るはずだよ。	

	

エディー： 
確かじゃないけど、彼女の旅行はキャ
ンセルになったと思うよ。	
	
ショーン：	
本当？何があったの？	
 
	
エディー：	
僕がニュースを間違いなく聞いたとした
ら、豪雨でニューヨーク行きの飛行機は
すべてキャンセルになったと思うよ。	
 
	
ショーン：	
それはよくないね。彼女に電話してみよ
うよ。	

Lesson 59 
When You Are Unsure About Something 

 何かについて不確かな時の表現  

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 

on the way 　 ～の途中 
heavy   　　　　ひどい、すごい  

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'm not sure, but I think her trip 
was cancelled.  
確かじゃないけど、彼女の旅行はキャンセルになったと思うよ。	

1 

2 

3 

4 

due to ~　  ～のため 
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LANGUAGE FOCUS  

How To Express When You Are Unsure About Something 
不確かな知らせ、意見を話す 

うーん、これについてはよく分からないけど、
その通りだと思うよ。 

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。 	

どうやって自分がこれをやったかわからな
いけれど、もう一度やってみます。	

あまり確信が持てないけれど、とにかく
やります。 

I really don’t know, but I think she is from Denmark. 

あなたがこのサービスに満足するかどうか
あまり確信が持てません。 

ACTIVITY 
練習	

1.  Tomorrow with you 

2.  Tomorrow in Japan 

3.  Tomorrow around the world 

4.  Next year with you 

5.  Next year in Japan  

6.  Next year around the world 

5 

6 

Well, I am not too sure about this but I think that’s  
right. 

良くは知らないけど彼女はデンマーク出身
だと思います。 

  

Activity : Tell your tutor about things that might happen. 
練習：　下記の項目について、起こりうるかもしれないことを先生に話してみましょう。	

I am not too sure, but I will do it anyway.   

I am not sure, however, I don’t think we need to go 
to school today because of the typhoon. 

I really don’t know how I did this, but I will try it  
again. 

I am not too sure if you will be satisfied with this  
service. 
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I'm not sure, but I think her trip 
was cancelled.  
確かじゃないけど、彼女の旅行はキャンセルになったと思うよ。	

確かではないけれど、今日は台風のため
学校に行かなくていいと思います。 
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