
SITUATION  
Mike and Aya are talking about their summer vacation. 
マイクとアヤは夏休みについて話しています。	

Mike: How was your summer  
　　　　 vacation?              
 
Aya : It was great. I went to Australia  
          by myself. 
             
Mike: That sounds nice. I was just  
          relaxing at home. 

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。 	

マイク：	
夏休みはどうだった？	
　	
　	
	
　　　　　	
アヤ：	
よかったよ。一人でオーストラリアに	
行ってきたの。　　　　	
	
	
	
	
マイク：	
いいねぇ。僕は家でくつろいでたよ。	

Lesson 62 
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 

summer　 夏	

vacation　休暇	

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 went to Australia 
by myself. 
私は一人でオーストラリアに行きました。	

1 

2 

3 

4 

myself　私自身で	

relax　   くつろぐ	
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LANGUAGE FOCUS  
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 62 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

abroad　　 海外で	

Saturday　土曜日	

5 

Activity1: Answer the following questions. 
練習1： 下記の質問に答えましょう。	

Reflexive Pronouns	
再帰代名詞（～自身で） 

練習	
6 ACTIVITY 

live　    住む	

movie　映画	

1. Have you ever been abroad? If yes, where and with who? 
2. Did you have lunch today? If yes, what and with who? 
3. Do you have any plans this Saturday? If yes, what and with  
    who? 
4. Who does your best friend live with? 

I went to Australia by myself. 
She went to Australia by herself. 
He went to Australia by himself. 
We went to Australia by ourselves. 
They went to Australia by themselves. 
Did you go to Australia by yourself? 

I went to Australia 
by myself. 
私は一人でオーストラリアに行きました。	

spend　過ごす	

winter　冬	

Activity2: Talk about you and your friends, family or coworkers using reflexive pronouns.	
練習2：　再帰代名詞を使って、あなたやあなたの友達、家族や同僚について言い表してみましょう。	

私は一人でオーストラリアに行きました。	

彼女は一人でオーストラリアに行きました。	

彼は一人でオーストラリアに行きました。	

私たちは私たちだけでオーストラリアに行きました。	

彼らは彼らだけでオーストラリアに行きました。	

一人でオーストラリアに行ったんですか？	
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