
SITUATION  
Keiko is talking with her friend Jane. 
ケイコは友人のジェーンと話しています。 	

Keiko: Hi Jane. Where is Meg today?	
	
Jane  : Oh, she said she couldn’t make it. She had  
            another plan.	
	
Keiko: Do you mean with the new guy? What do you 

think about her new boyfriend?	
	
Jane  : I think he is very friendly and sociable. But I  
            don’t think he is that into Meg. I think he is  
            gonna break her heart.	
	
Keiko: True, but he is really hot! I envy her!	

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。 	

ケイコ: 
こんにちは、ジェーン。メグは今日どこか 
しら？	
	
ジェーン: 
ああ、今日は無理だって言っていたわ。 
別の約束があるのですって。 
 
ケイコ: 
あの新しい男性と一緒ってこと？彼女の 
新しいボーイフレンドのことどう思う？ 

	

ジェーン: 
とても気さくで社交的だと思うわ。でもそん 
なにメグに夢中になっているとは思わない。 
彼、メグを悲しませると思うわ。 
 

	

ケイコ: 
本当ね。でも彼って本当に魅力的。彼女が 
羨ましいわ。	
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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 do you think about 
her new boyfriend?	
彼女の新しいボーイフレンドについてどう思いますか？	

1 

2 

3 

4 

into　  夢中になる          sociable　  社交的な 
hot　   魅力的な          envy　        うらやましがる	

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



LANGUAGE FOCUS  

Asking For An Opinion 
意見を聞く	

・・・についてどう思いますか？ 

 

・・・についてどう感じますか？ 

 

・・・は、どのようだとお考えですか？ 

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 

What do you think about 
her new boyfriend?  
	
彼女の新しいボーイフレンドについてどう思いますか？	

Lesson 66 
Level B1 General English 

Activity 1: Ask your tutor some questions about the following topics. 
練習1：  先生に以下のトピックについての質問をしてみましょう。	

What do you think about…?	
	
How do you feel about…?	
	
What would you say…. is like?	

It’s…　      それは…	

Well,...　  ええっと、…	

Hmm…　 うーん…	

I would say...　…だろうと思う	

frightening　    恐ろしい　	

risky　      危険な	

scandal　 醜聞、不祥事	

•  music 
•  famous people	
•  dangerous places	
•  exciting places	
•  ghosts	
•  recent news topic (you choose)	

Activity 2: Now answer your tutor’s questions. 
練習2：  今度は先生の質問に答えてみましょう。	

Asking For An Opinion 
意見を聞く	

Hints 
ヒント	
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