
SITUATION  
Saori and Jill are talking at a party. 
パーティーでサオリとジルが話しています。	

Saori: Look! Jeff is there with a girl. He 
has a girlfriend! 

 
Jill   : No. She is his sister. He brought 
          his sister to the party. 
 
Saori: Oh, is she? I didn’t know that. No 

wonder they look like each other.  

DIALOGUE   

サオリ：	
見て！ジェフが女の子といるわ。	
彼はガールフレンドがいたのね！	
	
	
	
ジル：	
いいえ、彼女は彼の妹よ。	
彼は妹をパーティーに連れて来たのよ。	
	
	
	
サオリ：	
そうなの？知らなかったわ。	
道理でよく似ているわ。	
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bring                                  持ってくる、連れてくる ［過去形は brought ］  
(It’s) no wonder (that)~    ～でも不思議はない、道理で～だ 
look like                            ～に似ている   

He brought his sister to the party. 
 彼は妹をパーティーに連れてきました。　	
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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  

Past Tense : Irregular Verbs 
過去形 ：　不規則変化動詞	

今日のポイント	

Lesson 54 
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He brought his sister to the party. 
 
 彼は妹をパーティーに連れてきました。	

  

  　 

ACTIVITY 
練習	

1.  What did you buy at the store the other day? 　 

あなたは先日お店で何を買いましたか？  　 

Activity:  Answer the following questions. 
練習：次の文に答えてみましょう。	

Hints 
ヒント	

5 

6 

2.  What did you have for breakfast? 
      朝食に何を食べましたか？  　 

  do – did / get – got / take – took / buy – bought 

  catch – caught / come – came / go – went 

  write – wrote / find – found / have – had ,etc.　　  

私はバス停に行って、美術館行きのバスに乗った。	

　　	

する・した / 取る・取った / 持つ・持った/ 買う・買った 
 

取る・取った / 来る・来た / 行く・行った 
 

書く・書いた / 見つける・見つけた / 持つ・持った　等 

seaweed                    海苔	

I went to the bus stop and took a bus  
to the museum.  

あの大きな猫は昨日ネズミを捕まえました。 That big cat caught a mouse yesterday. 

昨夜ジェシカがパーティーに来ました。 
私は彼女をとてもかわいいと思いました。	

3.  Did you write an email or letter to your 
foreign friend last month? 
あなたは先月外国の友人にEメールか手紙を書きました

か？        　　　　   　 

buttered toast          バタートースト   　   	

I did my homework and then wrote an email  
to my friend in Hawaii.  

私は宿題をしてから、ハワイにいる友人にEメールを 
書いた。	

sunny side-up egg    目玉焼き	

last time                前回、最後（に）	

Jessica came to the party last night.  
I thought she was very cute. 

4.  How did you get to the doctor last time? 
前回医者にはどうやって行きましたか？        　　　　   　 

a bowl of rice              ご飯一杯	

a slice of bread        パン一枚 　   	

take a bus 　　　　　　 バスに乗る        　   	

take a taxi 　　　　　　 タクシーに乗る        　   	

go by the subway    地下鉄で行く  　   	
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Talking About The Past Using Irregular Verbs 
不規則動詞を使って過去を表す	

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。 	


