English Conversation Lessons for 3rd graders

中学3年生向けテキスト

Lesson 4

相手のことと趣味

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

Linking④

連結④

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

子音と母音の連結 2

catch it

join us

come on

2 TODAY’S
DIALOGUE
今日のダイアログ

Yuto: You’re good at playing the
guitar. Have you played it for a
long time?
Maki: No, I haven’t. I have only played
for a few years.
Yuto: Wow! I used to play the piano,
but I haven’t played it for ages.

HINTS
Have you played it for a
long time?
それを長い間弾いていますか。
No, I haven’t.

いいえ

I used to play the piano.
*used to～ 以前～した
私は以前ピアノを弾いていまし
た。
I haven’t played it for
ages.
私は何年もそれを弾いていませ
ん。

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。

現在完了： 継続用法（疑問文、否定文）

Have you lived in Japan for a long time? 日本には長く住んでいますか。
Yes, I have. はい、住んでいます。
No, I haven’t. いいえ、住んでいません。
Has your sister played the piano for many years?
あなたの姉はピアノを長い間弾いているのですか。
Yes, she has. はい、弾いています。
No, she hasn’t. いいえ、弾いていません。
I have not played soccer for six months. 私はサッカーを6ヶ月していません。

4 PRACTICE
練習
Instructions 1: Ask and answer the questions. You should start with Role A.
課題1: 質問をして、質問に答えてみましょう。Aから始めましょう。

Role A: What sport do you like to play?
Role B: I like to play (
).
Role A: Have you played it for many years?
Role B: Yes, I have played it for (
) years.
Or Role B: No, I haven’t. I have played it only for (

)(

).

Instructions 2: Talk about a sport or a musical instrument that you played before
but don’t play now.
課題2: 以前にしていたスポーツもしくは弾いていた楽器で今、していないスポーツ、弾い
ていない楽器について話してみましょう。
スポーツの場合

I used to play (

), but I haven’t played it for (

楽器の場合

I used to play the (

★yearsのところはmonthsも使えます。

) ★years.

), but I haven’t played it for (

) ★years.

EVALUATION
5 SELF
振り返り
Good

Average

Poor

①現在完了（継続）の質問ができる
②現在完了（継続）の質問に答えることができる
③現在完了（否定）の文を使って継続していないことに
ついて言うことができる
今日の授業の感想
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