
SITUATION  
Jun is asking Amy what she likes to do in her free time. 
ジュンはエイミーに時間があるときに何をするのが好きか尋ねています。	

Jun : What do you like to do in your  
          free time?  
          	
　　　 　           	
Amy: I like to watch movies. 	
　　	
Jun : What kind of movies do you like?	
	
Amy: I like comedies.	

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。 	

ジュン： 
時間があるときに何をするのが	
好きですか？	
　　　　　	
	
	
	
　　　　	
エイミー： 
映画を観るのが好きです。	
　　　　　　 　　　　　	
　　　　　　	
ジュン： 
特にどんな映画が好きですか？	
	
	
エイミー： 
コメディーが好きです。　　　　	
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今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

free time　自由時間	

watch       見る	

movie　     映画	

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 like to watch movies. 
私は映画を観るのが好きです。	

kind of    種類の	

favorite   お気に入りの	

comedy　コメディ、喜劇	

1 

2 

3 

4 
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LANGUAGE FOCUS 	
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余暇の過ごし方について話す	

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 11 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

nonfiction　  ノンフィクション　	

science　      科学	

romance　    恋愛	

comedy　      コメディ	

heavy metal　《音楽》ヘビメタ（ヘビーメタル）	

5 

6 

fiction　      《小説、物語》フィクション	

suspense　サスペンス	

study　       勉強する	

classical　  《音楽》クラシックの	

Activity1: Put the following words into the correct category. 
練習1：　次の単語を正しく分類しましょう。	

A: 時間のある時は何をするのが好きですか？ 

B: 映画を見るのが好きです。	

I like to watch movies. 
私は映画を観るのが好きです。	

A: What do you like to do in    
     your free time?  
B: I like to watch movies.	

A: What is your favorite movie? 
B: Men In Black. 	

A: あなたのお気に入りの映画は何ですか？	

B: メン・イン・ブラックです。	

ACTIVITY 練習	

Music Sports 

Books Musical Instruments 

nonfiction 

piano 

jazz 

heavy metal 

pop 

romance 

football 
organ 

comedy 

guitar 
basketball 

fiction 
suspense 

swimming 
science fiction 

classical 

volleyball 

rock 

Activity2: Now talk about your free time activities with your tutor. 
練習2：　では、先生と一緒に余暇の過ごし方について話しましょう。	

Talking About Free Time Activities 
余暇の過ごし方について話す	
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