English Conversation Lessons for 3rd graders

中学3年生向けテキスト

Lesson 1

生まれについて

1 TODAY'S TIPS FOR PRONUNCIATION
今日の発音のコツ

Linking①

音の連結①

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

よく使われる表現に見られる音の連結

How’s it going?
What’s up?
I don’t believe it.
2 TODAY’S
DIALOGUE
今日のダイアログ

Miku: Where were you born?
Greg: I was born in the U.S., but I
grew up in Canada. How about
you, Miku?
Miku: I was born in Okinawa, but I
grew up in Tokyo. I sometimes
miss Okinawa.

HINTS
Where were you born?
あなたはどこで生まれたのです
か。
I was born in the U.S.
私はアメリカで生まれました。
but I grew up in Canada.
でもカナダで育ちました。
miss
～を懐かしく思う

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。

受け身形のための不規則動詞の変化
bear-bore-born He was born in China. 彼は中国で生まれた。
eat-ate-eaten
The cake was eaten by my dog. そのケーキは私の犬に食べられた。
build-built-built This school was built in 1980. この学校は1980年に建てられた。
teach-taught-taught English is taught by Ms. Saito.
英語は斎藤先生に教えられています。
sing-sang-sung “Imagine” by John Lennon is still sung by many people
around the world.
ジョン・レノンのイマジンはいまだに世界の多くの人に歌われています。

4 PRACTICE
練習
Instructions 1: Practice asking and answering the following questions. You will
start with Role A.
課題1: 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: Where were you born?
Role B: I was born in (

), but I grew up in (

Role B: I was born in (

), and I grew up there.

).

生まれた場所と育った場所が違う場合は上記の言い方をしましょう。
生まれた場所と育った場所が同じ場合は上記のいい方をしましょう。

Instructions 2: Practice talking about your school.
課題2: あなたの学校について言ってみましょう。学校がいつ建てられたか調べておこう。

My school (
English (

)(

)(

) in (
) by (★

).
)(

★先生が女性ならMs. 男性ならMr. を使いましょう。

).

EVALUATION
5 SELF
振り返り
Good

Average

Poor

①不規則動詞の変化を理解できる
②was bornを使って自分の生まれについて言える
③受け身形を使って学校について言うことができる
今日の授業の感想
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