
SITUATION  
Jane is talking with her friend, Mary.  
ジェーンは友達のメアリーと話しています。	

Mary: Have you seen Lisa lately, Jane? 
 
Jane: No. I haven’t. 
 
Mary: Are you two still not talking to each other? I thought you guys  
          already made up by now. 
 
Jane: Well, I’ve been meaning to call her, but I keep putting it off. 
 
Mary: I think you should just bite the bullet and call her. It’ll work  
          out fine, you’ll see. 
 
Jane: Yeah, you’re right. Maybe I’ll call her tomorrow.	
 
Mary: Jane, you need to be more careful of what you say to her.	
 
Jane: Of course, I will.	

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。 	

メアリー：　 
ジェーン、最近リサに会った？	
	
ジェーン：	
いいえ、最近は彼女に会ってないわ。	
	
メアリー：	
あなたたちまだお互い話すようになってない
の？もういい加減仲直りしたかと思ってたわ。	

	
ジェーン：	
うん。ずっと電話しようと思っているんだけど、
先延ばしにしちゃうのよ。	
	
メアリー：	
まあここは、少し頑張って電話すべきよ。	
大丈夫、うまくいくって。	

	
ジェーン： 
うん、あなたの言うとおりだわ。明日電話して
みようかな。	
	
メアリー：	
ジェーン、今度は彼女に言うことを少し気を
つけたほうがいいわよ。	
	
ジェーン：	
もちろんそうするわ。	
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make up with　  仲直りする　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
have been meaning to ずっと～しようと思っている 
put off　  延期する	

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。 	

Jane, you need to be more 
careful of what you say to her.  
ジェーン、彼女に言うことはもう少し気をつけたほうがいいよ。	

1 

2 

3 

4 

bite the bullet　我慢して、頑張って   

work out　        うまくいく	
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LANGUAGE FOCUS  

Criticism                                
批判する	

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。 	

You need to... 

ACTIVITY 
練習	

1.  Your partner’s cooking is not good. 

2.  Your coworker didn’t fill out the transportation report properly. 

3.  Your friend drives too fast. 

4.  Your sister’s house is a mess. 

5.  Your partner is too lazy on the weekends. 

5 

6 

I don’t think you should have… 

Why did you…? 

Next time, you had better… 

Jane, you need to be more 
careful of what you say to her.	
ジェーン、彼女に言うことはもう少し気をつけたほうがいいよ。	

Activity 1: What do you say in these situations? Try to answer by using the expressions above.	
練習1：  これらの状況であなたはなんと言いますか？上記の表現を使って答えてみましょう。	

Don’t … 
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I think it would be better if you… 
Maybe you could … 

Strong 

Soft 

～するな。 

どうして～したの？	

君は～すべきだ。 

次回は～したほうがいい。 

～すべきだったとは思わない。 

～するとよかったと思うよ。 

恐らく～できたと思います。	

Activity 2: Tell your tutor about some criticism you have given or heard from your friends or  
                coworkers.	
練習2：  あなたが友人や同僚に言った、または友人や同僚から聞いた批判について先生に話してみましょう。	
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