English Conversation Lessons for 2nd graders

中学2年生向けテキスト

Lesson 7

来週の天気

1 TODAY’S
PHONICS
今日のフォニックス

/júːz/

u+サイレントe

/rúːd/

Instructions: Repeat after your tutor.
課題: 先生の後について繰り返しましょう。

use
* cute

rude

※無礼な・失礼な

u＋子音＋eで終わる単語の中ではuは[ú]と発音されます。

最後のeの音は発音されないので、サイレント(静かな）eと呼ばれます。

2 TODAY’S
DIALOGUE
今日のダイアログ

Son: Will it be sunny tomorrow?

HINTS

Mom: No, it won’t. It will be rainy.
Don’t forget to bring your
umbrella.

Will it be sunny tomorrow?

Son: How about this Wednesday?
We’ll have a sports day. Will it
be sunny?

傘を持っていくのを忘れないで。

明日は晴れますか。
No, it won’t.
いいえ晴れません。
Don’t forget to bring your
umbrella.
Yes, it will be sunny and
hot.
はい、晴れて暑くなります。

Mom: Yes, it will be sunny and hot.
Instructions: First repeat after the tutor and then practice each role.
課題: 先生の後について繰り返した後、それぞれの役を練習してみましょう。
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3 VOCABULARY
AND EXPRESSIONS
語いと表現
Instructions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題: 先生の後について繰り返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

Expressions to describe weather in the future
未来を表すwillを使った疑問文と否定文
Will it be sunny tomorrow? 明日は晴れますか。
Yes, it will be. はい、晴れます。
No, it will not. （won’t.短縮形） いいえ、晴れません。
It will not be snowy the day after tomorrow. 明後日は雪は降りません。
You don’t need an umbrella. It won’t rain. 傘を持っていく必要はありません。
雨は降らないでしょう。

4 PRACTICE
練習

Instructions: Practice asking and answering the following questions.
You will start with Role A.
課題: 次の質問を聞いて答える練習をしましょう。ロールAから始めましょう。

Role A: How is the weather on Saturday?
Role B: It will be (
) and (
).
Role A: Let’s play baseball.
Role B: Sounds nice.

Role A: Will it be sunny on Sunday, too?
Role B: No, it won’t. It will be (
) all day.
Role A: Then let’s stay in and watch a movie at
home.
★hot 暑い warm 温かい cool 涼しい cold 寒い

EVALUATION
5 SELF
振り返り
Good

Average

Poor

①willを使って天気について伝えることができる
②Will～を使って天気について質問をすることができる
③Will～で始まる質問文に答えることができる
今日の授業の感想
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