English Conversation Lessons for 2nd graders

中学2年生向けテキスト

Lesson 10

いろいろな意見

1 TODAY’S
PHONICS
今日のフォニックス

/dʒˈɔɪn/ /bˈɔɪ/ /tˈɔɪ/

二重母音/ɔɪ/

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

join

boy

toy

2 TODAY’S
DIALOGUE
今日のダイアログ

Jun: I heard (that) there will not
be much rain this summer. We
may run out of water.

HINTS

Ken: What should we do?

run out of water
水が不足する

Jun: I think (that) we must not waste
water. For example, we should
not let water run when we brush
our teeth.

I heard (that) there will
not be much rain this
summer.
今年の夏は雨がほとんどないと
聞きました。

I think (that) we must not
waste water.
私たちは水を無駄にしてはいけ
ないと思います。
may ～かもしれない
should ～すべきだ
should not ～すべきではない
must not ～してはいけない
let water run
水を流しっぱなしにする
when （we brush our
teeth）（歯を磨く）とき

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。
I think (that) we must protect the environment.
私は、私たちは環境を守らなければいけないと思います。
●protect the environment環境を守る
I think (that) we should not throw out garbage on the street.
私は、私たちはごみを道路に捨ててはいけないと思います。
●throw out garbage ごみを捨てる
I hope (that) I can visit my grandmother in the U.S.
アメリカにいる祖母を訪れることができることを願っています。
I hope (that) you will have a nice party.
素敵なパーティになりますように。
★（that)は日常会話で省略されることが多いです。

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: What do you think we must do for the environment?
Role B: I think we must (
).
Role A: What do you think we should not do for the environment?
Role B: I think we must not (
).
Role A: What do you hope you can do?
Role B: I hope I can (

).

EVALUATION
5 SELF
振り返り
Good

Average

Poor

①助動詞must, should, can, mayを理解できる
②I think （that)～を使って自分の意見を言う
ことができる
③I hope (that)～を使って自分の希望すること
を言うことができる
今日の授業の感想
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