
SITUATION  
Yuka and Richard are talking about what kind of sports they do.  
ユカとリチャードはどんなスポーツをするか話しています。	

Yuka　  : What sports do you play? 
 
Richard: I play soccer every week. I am on    
                a local soccer team.	
 
Yuka     : That sounds like fun! I play  
                volleyball with my friends from  
                work on Saturday afternoons.  

DIALOGUE   

ユカ：	
あなたはどんなスポーツをします	
か？	
	
リチャード：	
私は毎週サッカーをします。	
地元のサッカーチームに所属して	
います。	
	
	
ユカ：	
楽しそうですね！	
私は職場の友達と土曜の午後にバ	
レーボールをします。	
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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。 	

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。 	



LANGUAGE FOCUS  

Asking about Interests 
興味のあることについて尋ねる	

What kind of / sort of / type of ____ do you~?   　　　                                                  
どんな種類の＿を～しますか？　　　　　  

あなたはどんな音楽を聴きますか。	

今日のポイント	

  

あなたはどんな種類のペットを飼っていますか？	

  　 

彼女はどんな料理をよく作りますか？	

ACTIVITY 
練習	

1.   cooking / eat　　　 

Activity 1:  Make questions with the words below and then ask your tutor.　 
練習1： 下記の単語を使って質問を作り、先生に尋ねてみましょう。	

5 

What type of music do you listen to? 

あなたはどんな映画を観ますか。	What kind of movies do you watch?   

What kind of pet do you have?   　 

What sort of food does she usually cook?  　 

2.　 music / listen to     　 

What type of car does he drive?  　 彼はどんな車に乗っていますか？	

3.　 movie / watch     　 

Activity 2:  Practice asking and answering questions with your tutor about the following topics.  
練習2 ： 下記のトピックに関して、先生と質疑応答の練習をしてみましょう。	

What sports do you play? 
あなたはどんなスポーツをしますか？	

sports	

fashion	snacks	 books	

vacation	cuisine	
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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。 	


