English Conversation Lessons for 2nd graders

中学2年生向けテキスト

Lesson 12

近所にある建物

1 TODAY’S
PHONICS
今日のフォニックス

/hˈəʊm/ /ʃˈəʊ/

二重母音/ou/

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

home

show

2 TODAY’S
DIALOGUE
今日のダイアログ

Tourist: Is there a train station near
here?
Mike: No, there isn’t. You need to take
a bus to get to the nearest
station.
Tourist: Is there a bus stop near here?
Mike: Yes, there is. You can see it over
there.

HINTS
Is there a train station
near here?
駅はこの近くにありますか。
No, there isn’t.
いいえ、ありません。
Yes, there is.
はい、あります。
need to take a bus.
バスに乗る必要があります。
get to ~
~に着く
You can see it over
there.
それは（バス停）は向こう
に見えます。

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 things in a town

Is there a (an) ~ in your town? あなたの町に～はありますか。（単数）
Yes, there is. はい、あります。 No, there isn’t. いいえ、ありません。
Are there ~(e)s in your town? あなたの町に～はありますか？（複数）
Yes, there are. はい、あります。 No, there aren’t. いいえ、ありません。
Buildings in a town
bookstore （書店）、bank （銀行）、restaurant （レストラン）、
post office （郵便局）、coffee shop （カフェ）、 department store （デパート）

4 PRACTICE
練習
Instructions１: Ask questions about your tutor’s neighborhood and answer
questions about your neighborhood.
課題１: チューターの近所について質問をしてみましょう。自分の近所について答えてみましょう。

Role A: Is there a (an) (
Role B: Yes, there is. / No there isn’t.

) near your house?

Instructions 2: Describe this town to your tutor.
課題２: この町をインストラクターに紹介しましょう。
*across from~の向かいに *next to~の隣に

例 There is a restaurant across from a school.

restaurant

department store

school

swimming pool

Your Role: There is a ~ across from~.
There is a ~next to~.

EVALUATION
5 SELF
振り返り
Good

Average

Poor

①町にある建物の名前を言うことができる
②Is there～? Are there～?を使って質問ができる
③Is there～? Are there～?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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