Level A2 General English

Combining Sentences With Conjunctions
接続詞を用いて文をつなげる

Lesson 10

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I like coffee,
but I don’t like tea.
コーヒーは好きですが、紅茶は好きではありません。	

2 SITUATION
状況	
Yoko and David are talking at a coffee shop.
洋子とデビッドはコーヒーショップで話しています。	

3 DIALOGUE
ダイアログ	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role	
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

Yoko: What drink do you like?
David: I like coffee, but I don’t like tea.
I have more than three cups of
coffee a day.
Yoko: You really like coffee. In that case,
would you like another cup?

洋子： 	
どんな飲み物が好きなの？	
	
	
デビッド：
コーヒーは好きだけど紅茶は好きじ
ゃないんだ。
コーヒーなら一日3杯以上は飲むよ。	
	
	
	
	
洋子：
ほんとにコーヒーが好きなのね。
もしそうならお代わりはいかが？	
	
	

4 VOCABULARY
語い	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 	
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

more than
in that case

～以上
もしそうなら

would you like~ ? （食べ物、飲み物）～は
いかがですか？

another

もう一つの、別の
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I like coffee,
but I don’t like tea.
私はコーヒーは好きですが、紅茶は好きではありません。	
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Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.	
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

She can read and write English.

彼女は英語を読み書きできる。	

He looks weak, but he can lift that big stone.

彼はか弱く見えるが、あの大きな石を持ち上げる
ことができる。	

Which do you prefer, dogs or cats?

あなたは、犬と猫どちらが好きですか？	

Do you prefer beef or fish?

あなたは肉と魚、どちらが好きですか？	

Today is my birthday, and many friends
congratulated me.

今日は私の誕生日で、多くの友達が祝っ
てくれました。	

I have my own personal computer,
but I rarely use it.

私は自分のパソコンを持っていますが、
滅多に使いません。	

6 ACTIVITY
練習	

Activity: Combine the following sentences with a conjunction (and, but, or).
練習： 接続詞and / but / or を用いて次の文をつなげてみましょう。	
1. She knocked on the door. / She went in.

Hints
ヒント	

彼女はドアをノックした。/ 彼女は中に入った。

knock ~

2. I have to do my math homework. / I cannot
finish it by myself.

ノックする、たたく 	

math 数学	

私は数学の宿題をしなければならない。 / 独力で終わらせ
ることができない。

3. Which do you prefer? Eating out / at home

by oneself

自分で、独力で	

eat out 外食する	
magazine 雑誌	

どちらが好きですか? 外食する / 家で食べる

forgot 忘れた（forgetの過去形）	
wallet 財布	

4. I want to buy that magazine. / I forgot my
wallet somewhere.
私はあの雑誌を買いたい。/ 私はどこかに財布を忘れた。
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