IC2-3

- Compare houses and apartment
- Discuss life changes

Making changes

1. Vocabulary

2. ❸Grammar Focus

words

meaning

bright

明るい

dingy

薄暗い

huge

とても大きい

run-down

さびれた、古めかし
い

cramped

きゅうくつな

spacious

広々とした

20 miles

20マイル（約32㎞）

average

平均的な

separate

別々の、別れた

unpronounced
vowel

発音されない母音

wish

願い事

improve

改善する

personality

性格

my own

自分自身の

☞ go on to page 17 for more exercise

■Evaluations and comparisons
Evaluations with nouns
There aren’t enough windows.
（十分な数がない）

The neighbors make too much noise.

（～すぎる）

（～すぎる）

adjective + enough 「十分～だ」
too + adjective 「～すぎる」

enough + things「十分な数の～」
too many＋countable things「多すぎる～」
too much + uncountable thing「～すぎる」

Comparisons with adjectives
The building isn’t as quiet as our old
one. （～ほど…ではない）
The location is just as convenient as
the old one. （～と同じくらい…だ）
as + adjective + as A 「Aと同じくらい…」
just as + adjective + as A
「Aとちょうど同じくらい…」

3. ❾ Grammar Focus

free room and
board

無料の部屋と食事

boring

つまらない

possession

所有物

skill

スキル、能力

musical
instrument

楽器

compare

比べる

（自分のアパートがあったらいいのに）

move out

引っ越して出ていく

I can’t move out.

stop …ing

～するのをやめる

➡ I wish I could move out.

afford

余裕がある

■Wish

Comparisons with nouns
We don’t have as many bedrooms as we
used to.（～ほど…の数がない）
We don’t have as much privacy as we had.

as many + things as A「Aと同じくらいの数」
as much +thing + as A 「Aと同じくらいの」

「～だったらいいのに」

Life is difficult. （人生は大変だ）＝現実

（両親と住んでいる）＝現実

➡ I wish it were easier.
（もっと簡単ならいいのに）

に）

➡ I wish it weren’t so difficult.

➡ I wish I had my own apartment.

（こんなに大変じゃなければいいのに）

（家から引っ越せない）＝現実
（家から引っ越せたらいいのに）

☞ go on to page 19 for dialogue exercise

6. ❼Snapshot page 19 &
❿Speaking page20

Combine two exercises. Choose some of the
things you would like to do from ❼Snapshot, or
write down your wishes. How can you make your
wishes come true? Get suggestions from your
classmates.

Useful Expression 便利な表現
Why don’t you…?

「…してはどうですか」

I don’t think I can.

「私はできないと思いま
す」

You can … or …

「～か…できます」

That’s a good idea.

「それはいい考えです
ね」

Thank you for your
suggestions.

「提案をありがとう」

wish の後のbe動詞は were が使われる

wish「～だったらいいのに」

➡ I wish I didn’t live with my
parents. （両親と住んでいなかったらいいの

☞ go on to page 18 for exercise

（ ～ほど…がない）

☞ go on to page 20 for more exercise

I live with my parents.

4. ❹ Pronunciation
5. ❽ Conversation

Evaluations with adjectives
Our apartment isn’t big enough for our
family. （十分な大きさではない）
This apartment is too hot.

Uncontrolled Exercise Ideas:
⓫ Interchange ⓬ Reading
(not necessary in order)

My parents won’t stop worrying about me.
（両親が私のことを心配するのをやめない）＝現実

➡ I wish they would stop worrying about
me. （両親が自分を心配するのをやめてくれたらい
いのに）

wish とhopeの違い

wish

hope

「～だったらいいの
に」

「～だといいな」
（可能性あり）

（可能性が低い）

I wish I could see you
soon.

I hope I can see you
soon.

「すぐに会えるといいで
す
（がたぶん難しいで
す）」

「すぐに会えるといいで
す」

