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Unit 7 Part 2

時刻をたずねよう

教科書７８・７９ページ

【１】新しい単語 New Words
family ファムリー ○・ 家族

different ディファラント ○・・ ちがった、異なった

a.m. エイエム ○○ 午前

p.m. ピーエム ○○ 午後

season スィーズン ○・ 季節

fall フォール ○ 秋

spring スプリング ○ 春

o'clock アクラーク ・○ ～時

【２】本文の訳

Do you call your family in Brazil? あなたはブラジルの家族に電話しますか？

Yes, sometimes. The time is different. はい、ときどき。時間がちがうからね。
What time is it there now? そこは今何時ですか？

It's 4 a.m. 午前４時です。

And the season is different, too. そして季節もちがいますね。

What season is it? 季節はいつですか？

It's fall in Japan, so it's spring in Brazil. 日本は秋だからブラジルは春です。
That's interesting. それはおもしろいですね。

【３】本文の読み方（カタカナ）

Do you call your family in Brazil?
ドゥー ユー コール ユア ファミリー イン ブラズィル

Yes, sometimes. The time is different.
イエス サムタイムズ ð ア タイム イズ ディファラント

What time is it there now?
ワッ タイム イズ イット ð エア ナウ

It's 4 a.m. And the season is different, too.
イッツ フォー エイエム アン ð ア スィーズン イズ ディファラン トゥー

What season is it?
ワッ スィーズン イズ イット

It's fall in Japan, so it's spring in Brazil.
イッツ フォール イン ジャパン ソウ イッツ スプリング イン ブラズィル

That's interesting.
ð アッツ インタレスティング
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１ .

２ .

３ .

True or False
１ Paulo sometimes calls his family.
２ It’s 4 a.m. in Japan.
３ It’s fall in Japan and Brazil.

Questions and Answers
１ Does Paulo sometimes call his family?
２What time is it in Brazil now?
３What season is it in Brazil now?
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Kota: Do you your family in Brazil?
Paulo:  Yes, sometimes.  The time is.
Kota: What is it there now?
Paulo: It’s 4 a.m.  And the season is, too.
Kota: What is it?
Paulo:  It’s in Japan, so it’s in Brazil.
Kota: That’s.

難易度
★

Kota: Do you your in Brazil?
Paulo:  Yes.  The is.
Kota: is it there now?
Paulo: It’s 4.  And the is, too.
Kota: is it?
Paulo:  It’s in, so it’s in.
Kota: That’s.

難易度
★★

Kota: you in Brazil?
Paulo:  Yes.  The.
Kota: is it now?
Paulo: It’s 4.  And is, too.
Kota: is?
Paulo:  It’s, so it’s.
Kota: That’s.

難易度
★★★
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【４】＜１回目＞終えたら教科書でチェックしよう。

(1) あなたはブラジルの家族に電話をしますか？

Do you ( ) your ( ) in Brazil?
(2) はい、ときどき。時間がちがうからね。

Yes, ( ). The ( ) is ( ).
(3) そこは今何時ですか？

( ) ( ) is it ( ) now?
(4) 午前４時です。そして季節もちがいます。

It's four ( ). And the ( ) is ( ), too.
(5) 季節はいつ（何）ですか？

What ( ) is it?
(6) 日本は秋です、だからブラジルは春です。

It's ( ) in Japan, so it's ( ) in Brazil.
(7)それはおもしろいですね。

That's ( ).

Kota: Do you call your family in Brazil?
Paulo:  Yes, sometimes.  The time is different.
Kota: What time is it there now?
Paulo: It’s 4 a.m.   And the season is different, too.
Kota: What season is it?
Paulo:  It’s fall in Japan, so it’s spring in Brazil.
Kota: That’s interesting. 

あなたはブラジルの家族に電話をしますか？

はい、どきどき。 時間がちがいますからね。

そこは今何時ですか？

午前４時です。

はい、どきどき。

そして季節もちがいます。

何の季節ですか？

日本は秋ですからブラジルは春です。

それはおもしろいですね。
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Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０１９

【５】＜応用問題＞

(1) ここ日本は午後４時です。

It's four in the ( ) ( ) in Japan.
(2) そこは今何時ですか？

What time is it ( ) ( )?

Unit 7 Part 2 確認テスト

制限時間 ３分

教科書７８・７９ページ

１年（ ）組（ ）番 氏名（ ）

【１】日本語の意味にあうように、( )に適語を入れて、英文を完成しなさい。

(1) あなたはブラジルの家族に電話をしますか？

Do you ( ) your ( ) in Brazil?
(2) はい、ときどき。時間がちがうからね。

Yes, ( ). The ( ) is ( ).
(3) そこは今何時ですか？

( ) ( ) is it ( ) now?
(4) 午前４時です。そして季節もちがいます。

It's four ( ). And the ( ) is ( ), too.
(5) 季節はいつ（何）ですか？

What ( ) is it?
(6) 日本は秋です、だからブラジルは春です。

It's ( ) in Japan, so it's ( ) in Brazil.
(7)それはおもしろいですね。

That's ( ).

※ １４点以上が合格 ／１５点

【２】暇ならやってみよう。

(1) 春 ( )
(2) 夏 ( )
(3) 秋 ( )
(4) 冬 ( )


