English Conversation Lessons for 2nd graders

中学2年生向けテキスト

Lesson 16

電話の会話

1 TODAY’S
PHONICS
今日のフォニックス
r とl の発音は似ているので気を付けま
しょう。

/leɪk/ /reɪk/

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

lake

rake
※くま手

2 TODAY’S
DIALOGUE
今日のダイアログ

Jim: Hello. This is Jim. May I speak to
Kumi, please?
Kumi’s mother: I’m sorry, she’s not
here right now.
Jim: Can I leave a message?
Kumi’s mother: Sure.

HINTS
This is Liz (speaking).
リズと申します。
May I speak to Kumi,
please?
クミと話すことができますか。
I’m sorry, she’s not here
right now.
すいません、今クミはいませ
ん。
Can I leave a message?
メッセージを残せますか。

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。
May (Can) I ～してもいいですか？ 許可を求める時に使います。
May (Can) I ask a question? 質問してもいいですか。
May (Can) I take a picture? 写真を撮ってもいいですか。
May (Can) I use the bathroom? お手洗いを使ってもいいですか。
May (Can) I turn on the air conditioner? エアコンを使ってもいいですか。
Sure. はい、どうぞ。
I’m sorry, you can’t. (No, you may not). すみません、できません。
Can (Could) you call her back later? また彼女に電話してくれますか。（電話してくださいますか。）

4 PRACTICE
練習

Instructions 1: Let’s practice the following dialogue. You should start with Role B.
課題1: 次の会話を練習してみましょう。ロールBから始めましょう。

Role A: Hello. This is (
). May I speak to Kumi, please?
Role B: I’m sorry, she’s not here right now.
Role A: OK. Can I leave a message?
Role B: Sure.
Instructions 2: Let’s practice asking for permission and asking a favor.
課題２: 許可を求める練習と、お願いをする練習をしてみましょう。

E.g. You want to ask a question.  May I ask a question?
1. You want to borrow a pen.
2. You are hungry. You want something to eat.
3. You are thirsty. You want something to drink.
E.g. You want to ask a favor.  Can you help me?
1. It’s cold in the room. Can you (
)?
2. It’s hot in the room. Can you (
)?

EVALUATION
5 SELF
振り返り
Good

Average

Poor

①May (Can) I ～? を使って電話の会話の導入をする
ことができる
②May (Can) I ～? を使って許可を求めることができる
③Can you～? を使って、お願いすることができる
今日の授業の感想
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