English Conversation Lessons for 2nd graders

中学2年生向けテキスト

Lesson 21

色々なものについて尋ねる

1 TODAY’S
PHONICS
今日のフォニックス
fとhの発音の違いに気を付けましょう。

/fˈæt/ /hˈæt/

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

fat

hat

2 TODAY’S
DIALOGUE
今日のダイアログ

Rie: Wow, this picture is very beautiful.
Was it drawn by a famous artist?
John: No, it wasn’t. It was drawn by
my grandmother. She was an
artist.
Rie: Was this drawn by her, too?
John: Yes, it was. She drew it about 20
years ago.

HINTS
Was it drawn by a
famous artist?
それは有名な画家によって
描かれたのですか。
No, it wasn’t.
いいえ、違います。
Was this drawn by her,
too?
これも彼女によって描かれ
たのですか。
Yes, it was.
はい、そうです。

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。

受け身形の疑問文
Was this novel written by Banana Yoshimoto?
この小説は吉本ばななによって書かれましたか。
Yes, it was. はい、そうです。
No, it wasn’t. いいえ、違います。

Is this book read by many people?
この本は多くの人に読まれていますか。
Yes, it is. はい、そうです。
No, it isn’t. いいえ、違います。

4 PRACTICE
練習

Instructions: Ask and answer the following questions. You should start with Role B.
課題: 次の質問をして、答えてみましょう。ロールBから始めましょう。

Role A: What’s your favorite movie?
Role B: My favorite movie is (
).
Role A: Was it directed by (
Role B: Yes, it was.
Or Role B: No, it wasn’t. It was directed by (
Role A: What’s your favorite book?
Role B: My favorite book is (
).
Role A: Was it written by (
Role B: Yes, it was.
Or Role B: No, it wasn‘t. It was written by (

)?
).

)?
).

EVALUATION
5 SELF
振り返り
Good

Average

Poor

①Was/ Is ～から始める受け身の質問をすることが
できる
②Was/ Is ～から始める受け身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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