
SITUATION  
Tom is asking Taro how he gets to work.  
トムは太郎に通勤手段について尋ねています。	

Tom : How do you get to work  
           every morning, Taro? 
 
Taro:  I cycle to work because I hate 
           rush-hour crowds on the train. 
           How about you? 
 
Tom : I have to take a bus and then the   
           train. 

DIALOGUE   

トム：	
太郎、君は毎朝どうやって職場に	
通っているの？	
	
	
	
太郎：	
自転車通勤しているよ。 ラッシュア	
ワー時の電車の混雑が嫌いなんだ。	
君はどう？	
	
	
	
トム：	
ぼくはバスと電車に乗らなければい	
けないんだ。	
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cycle to work   自転車で通勤する  
hate　～をひどく嫌う 	

How do you get to work 
every morning? 
毎朝どうやって職場に通っていますか？	

1 

2 

3 
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rush-hour　ラッシュアワーの 
crowds  混雑 
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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  

Making Questions Using “How〜?” 
Howを使って質問する	

How ~?　Asking about instructions 

どうやってそのケーキを作ったの？	

今日のポイント	

  
天気はどうですか？	

  　 

あなたのお父さんの具合はどうですか？	

ACTIVITY 
練習	

1.  use skype	

Activity1:  Make questions using “how”. 
練習1: How をつかって質問を作ってみましょう。	

Hints 
ヒント	
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How do you make the cake ? 
どうやってこのソフトウェアをインストールする
のですか？	

How do you install this software?   

How is the weather?   　 

How is your father? 　 

2.  make pasta　 

How much are the tickets? 　 そのチケットはいくらですか？	

3.　spell your name     　 

Activity 2: How many “How〜” questions can you ask your tutor?  
練習2： “How～”を使った質問をいくつ先生にできるか、挑戦してみましょう。	

How ~?　Asking about conditions　  

 How  much / How many ~? Asking about quantity　　  

How many days off do you have? 　 休暇は何日あるのですか？	

　directions     方角、方向	

spell    綴る 
price　 値段　	

How do you get to work 
every morning? 
あなたはどうやって職場に通っていますか？	

手段を尋ねる　　　  

状態を尋ねる　　　  

いくらの / いくつの～？ 数量を尋ねる 　　  

4.  directions to your house   　 

5.  price of the sweater 

6.  Ask about the party last night　 
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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。 	


