
SITUATION  
Peter is asking Keiko what she wants to drink. 
ピーターはケイコに何を飲みたいか聞いています。	

Peter : Would you like some coffee?	
　　　 　           	
Keiko: Well, I don’t drink coffee 	
           at night because I can’t sleep.          　 	
　　	
Peter : I see. How about water?	
	
Keiko: Sure. Thank you.	

DIALOGUE  	
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。 	

ピーター： 
コーヒーはどう？	
　　　　　	
　　　　	
ケイコ： 
えーと、私は夜にコーヒーは飲まない
んです。眠れなくなるので。	
　　　　　	
　　　　　　	

	
ペーター： 
そうなんだ。お水はどう？ 
	
 
ケイコ： 
もちろん。ありがとう。　　　　	
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Level A1 General English 

drink　     飲む	

at night　 夜に	

because  なぜなら	

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。 	

I don’t drink coffee.  
私はコーヒーを飲みません。	

sleep   寝る	

I see　 分かった	

water　水	
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LANGUAGE FOCUS 	

Talking about Things You Don’t Do 
しないことについて話す	

今日のポイント	

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。 	

Lesson 9 
Level A1 General English 

ACTIVITY 
練習	

Hints 
ヒント	

play　　　　 遊ぶ、試合をする、演奏する　	

baseball　 野球 
eat　　　　　 食べる	

watch　　　 見る	

TV drama　テレビドラマ	

5 

6 

I don’t drink coffee.	

I don’t play the piano.	

I don’t drive a car.	

I don’t speak French.	

I don’t watch TV.	

I don’t eat sandwiches.	

have　        持つ、食べる 
breakfast 　朝食	

speak         話す 
Spanish　   スペイン語	

I don’t drink coffee.  
私はコーヒーを飲みません。	

Activity1: Practice asking questions using the cards below. 
練習1：　下記のカードを使って質問の練習をしましょう。	

私はコーヒーを飲みません。	

私はピアノを弾きません。	

私は車を運転しません。	

私はフランス語を話しません。	

私はテレビを見ません。	

私はサンドイッチを食べません。	

? 
B: No, I don’t	
A: Do you  

. 

Activity2: Now think of your own questions you can ask to your tutor. 
練習2：　今度は自分で質問を作って、先生に尋ねてみましょう。	

 
play baseball 

 

watch  
TV drama eat Natto	

have 
 breakfast	

speak 
Spanish	
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