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Unit 2 [2]

From the Other Side of the Earth Dialog
教科書２４ページ

【１】新しい単語 new words

coach コウチ コーチ

taught トート teachの過去形

known ノウン knowの過去分詞

Paulo パウロウ パウロ［男性名］

It's a small world. 世間は狭い。

【２】本文の訳

Hey, Kota. やあ、光太。

You're on the soccer team, aren't you? 君はサッカー部だよね。

Yes. How did you knownthat? うん。どうして知ったの？

Paulo, your coach, told me about you. 君らのコーチのパウロが教えてくれたんだ。

He taught me soccer when he was in Brazil. 彼はブラジルにいたときぼくにサッカーを教えてくれたんだ。

Really? 本当？

How long have you know him? どのくらいの間彼と知り合いなの？

For about eight years. 約８年間だよ。

Now he often comes to our house in Japan. 今彼は日本のぼくたちの家によく来るよ。

Wow. It's a small world! わあ。世間は狭いね。

【３】発音

Hey, Kota. You're on the soccer team, aren't you?
ティーム

Yes. How did you known that?
ラハウ ディッジュー ノウン ð アト

Paulo, your coach, told me about you. He taught me soccer when he was in Brazil.
ユア コウチ トウルド ミー トート ミー

Really? How long have you known him?
リアリ ハウ ロン ノウン

For about eight years. Now he often comes to our house in Japan.
アバウト エイト イヤーズ ナウ オーフン

Wow. It's a small world!
ワウ スモール ワールド

【４】単語の練習

(1) どうやって ( ) (2) tell の過去形 ( )★ ★

(3) teachの過去形 ( ) (4) (～する)ときに ( )★ ★

(5) どのくらい長く (2)( ) (6) knowの過去分詞 ( )★ ★

(7) 小さい ( ) (8) 世界 ( )★ ★
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【５】《次回のテストリハーサル》次の日本語を英語になおして、教科書でチェックしよう。

(1) やあ、光太。あなたはサッカー部ですよね。

Hey, Kota. You're ( ) the soccer team, ( ) ( )?
(2) はい。どうやってそのことを知ったのですか？

( ) did you know that?
(3) 君のコーチのパウロがぼくに君のことを教えてくれました。

Paulo, your coach, ( ) me ( ) you.
(4) 彼はブラジルにいたときにぼくにサッカーを教えてくれました。

He ( ) me soccer ( ) he was in Brazil.
(5) 本当ですか？あなたは彼をどのくらいずっと知っているのですか？

Really? ( ) ( ) ( ) you ( ) him?
(6) 約８年間です。

( ) eight years.
(7) 今では彼はよく日本のぼくたちの家に来ます。

Now he often comes to our house in Japan.
(8) わあ。世間は狭いですね。

Wow. It's a ( ) ( ).

【６】《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。

(1) あなたはどのくらい英語を勉強しているのですか？ ３年間です。

(2) 彼はどのくらい英語を教えているのですか？ １０年間です。

(3) 彼はどのくらい彼の自転車を所有しているのですか？ 昨年からです。

Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０１７
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Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０１７

Unit 2 [1] 確認テスト

制限時間 ３分

教科書２２ページ

３年９組（ ）番 氏名（ ）

【１】日本語の意味に合うように( )に適語を入れて英文を完成しなさい。

(1) やあ、光太。あなたはサッカー部ですよね。

Hey, Kota. You're ( ) the soccer team, ( ) ( )?
(2) はい。どうやってそのことを知ったのですか？

( ) did you know that?
(3) 君のコーチのパウロがぼくに君のことを教えてくれました。

Paulo, your coach, ( ) me ( ) you.
(4) 彼はブラジルにいたときにぼくにサッカーを教えてくれました。

He ( ) me soccer ( ) he was in Brazil.
(5) 本当ですか？あなたは彼をどのくらいずっと知っているのですか？

Really? ( ) ( ) ( ) you ( ) him?
(6) 約８年間です。

( ) eight years.
(7) 今では彼はよく日本のぼくたちの家に来ます。

Now he often comes to our house in Japan.
(8) わあ。世間は狭いですね。

Wow. It's a ( ) ( ).

／１５点

【２】《応用問題》次の日本語を英語になおしなさい。

(1) あなたはどのくらい英語を勉強しているのですか？ ３年間です。

(2) 彼はどのくらい英語を教えているのですか？ １０年間です。

(3) 彼はどのくらい彼の自転車を所有しているのですか？ 昨年からです。


