Getting Started
はじめに

TRIAL B
1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Let me introduce myself.
自己紹介させてください。

2 SITUATION
状況
You and your tutor are starting your first lesson.

あなたと先生は最初のレッスンを始めるところです。
3 DIALOGUE
ダイアログ

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。

先生：
こんにちは。今日はいかがお過ごしです
か？私はシャーといいます、今日のあなた
の先生です。
あなた：
You : Hello. I am fine. I am Jun.
こんにちは。元気です。私はジュンです。
Tutor: Let me introduce myself. I am from the Philippines. 先生：
自己紹介させてください。私はフィリピン出
身です。私はマニラのパサイ市に住んでい
I live in Pasay city in Manila. I have 2 sisters. I
ます。2人の姉妹がいます。犬と猫を飼って
have a dog and a cat. Let’s see. ..I like to watch
います。ええと、私はアメリカのテレビ番組を
見るのと、ネットサーフィンが好きです。私は
Amercian tv shows and surf the internet. I enjoy
人に会うのが楽しいので、今日はあなたに
会えてとてもうれしいです！では、あなた
meeting people so I am really happy to meet you
は？
today! Ok, how about you?
あなた：
はい。私は日本出身です。私は北海道に住
You : Ok. I am from Japan. I live in Hokkaido. I like to
んでいます。私は温泉に行くのと旅行が好
きです。私は英語が好きです。
go to hot springs and travel. I like English!

Tutor: Hi there. How are you doing today? I’m Shar and I
am your tutor for today.

Tutor: Well, that is good to hear. Do you need to learn
English for any specific reason?

先生：
あら、それはよかったです。何か特に理由が
あって英語を勉強する必要があるのです
か？

4 VOCABULARY
語い

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。
let’s see… ええと
surf the internet

ネットサーフィンをする

specific 特定の
reasonCopyright
理由
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Getting Started
はじめに

TRIAL B
FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Let me introduce myself.
自己紹介させてください。

Topics/Phrases for Introductions
自己紹介のトピック/フレーズ
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。
Address:
I’m from Tokyo, Japan.
I grew up in Fukuoka but now I live in Osaka.

住所：
住所：
私は日本の東京出身です。
私は福岡で育ちましたが、今は大阪に住んでいます。

Family:
I am an only child.
I have a son (daughter).
I am married but have no children.

家族：
家族：
私は一人っ子です。
私には息子が（娘が）一人います。
私は結婚していますが、子どもはいません。

Interests:
I like traveling to different countries.
I am into F1 racing and I play futsal.
I am studying aroma therapy.

興味：
興味：
私は外国を旅行するのが好きです。
私はF1レースにはまっていて、フットサルをします。
アロマテラピーを勉強しています。

Reason To Study:
I need to study English for my job.
I want to improve my English so I can communicate
better when I travel.

勉強する
勉強する理由
する理由：
理由：
私は仕事のために英語を勉強する必要があります。
旅行に行ったときにもっとうまくコミュニケーションを
取れるよう英語を上達させたいです。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Now try to practice starting your first lesson with your tutor.
Be sure to include information from the 4 topics above.

練習1： 先生と一緒に初回レッスンの練習をしましょう。
上記の4つのトピックにまつわる情報を必ず含むようにしましょう。

Activity 2: Now it is time to practice asking each other “getting to know you” type questions.
Think of questions to ask each other from the topics below.

練習2： 「あなたを知るための」質問をお互いに尋ね合う練習をしましょう。
下記のトピックから質問を考えてみましょう。
• Travel experiences

• Favorites (food/sports/movies/music etc.)
• Free time activities (what you do in your spare time)
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