English Conversation Lessons for 2nd graders

中学2年生向けテキスト

Lesson 9

来週の予定

1 TODAY’S
PHONICS
今日のフォニックス
二重母音

/weɪt/ /déɪ/ /géɪm/

/ ei /

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

wait
※待つ

day

game

※日

2 TODAY’S
DIALOGUE
今日のダイアログ

Jun: Are you going to practice tennis
this Saturday?
Ken: No, I’m not. I’m going to attend
Anne’s birthday party. Do you
want to join us?
Jun : Sure, that would be nice.

HINTS
Are you going to practice
tennis this Saturday?
今週土曜日テニスの練習をす
る予定ですか。
No, I’m not. いいえ
I’m going to attend
Anne’s birthday party.
アンの誕生日に参加する予定
です。
attend

参加する

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 ask and answer questions about actions
in the future
【be ＋ going to ～ 】未来の予定
Are you going to call your grandmother tonight? 今晩、おばあさんに電話をする予定ですか。
Yes, I am. はい。
/ No, I’m not. いいえ
Is he (she) going to work tomorrow? 彼(彼女）は明日働く予定ですか。
Yes, he (she) is. はい。
/ No, he (she) isn’t. いいえ

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: Are you going to (★
Role B: Yes, I am.
Or Role B: No, I’m not. I’m going to (

) this Saturday?
).

★study English（英語を勉強する） do the laundry（洗濯をする）
go to school（学校へ行く） go to the library（図書館へ行く）
play baseball（野球をする） clean your room（部屋を掃除をする）
Role A: Is your father (mother ) going to (
Role B: Yes, he (she) is.
Or Role B: No, he (she) isn’t.

)?

EVALUATION
5 SELF
振り返り
Good

Average

Poor

①Are you (Is he/ she) going to～?を使って未来の
予定について聞くことができる
②Are you (Is he/ she) going to～? の質問に答えること
ができる

今日の授業の感想
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