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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。  

Lesson 3 
Asking For Information Using WH-Questions 

 WHで始まる質問で情報を求める 

今日のフレーズ 
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況 

ダイアログ 

語い 

Level B1 General English 

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。  

When can I see you again? 
次はいつ会えますか？ 

1 

2 

3 

4 

Mika and Laura are talking. 

美香とローラが話しています。 

paper work  課題、レポート 

email            eメールする 

have a good time  楽しく時間を過ごす 

meant ～するつもりだった（meanの過去形） 

Mika  : I had a really good time with you today. 

 

Laura: Me, too. We should get together more often!   

            Don’t you think? 

 

Mika  : Yeah, I do! By the way I forgot to bring your CD.  

            I meant to return it to you though.    

 

Laura: That’s okay.  

 

Mika  : When can I see you again? Sometime next 

week? 

 

Laura: Probably not until next month. I’ll be busy with 

my paper work.  

 

Mika  : I see. Well, I’ll email you then.  

美香： 
今日はとても楽しかったわ。 
 
ローラ： 
私もよ。私たちもっと頻繁に会うべきよ。
そう思わない？ 

 
美香： 
もちろん、そう思うわ。ところであなたの
CDを持ってくるのを忘れてしまったの。
返すつもりだったのに。 
 
ローラ： 
大丈夫よ。 
 
美香：  
いつまた会えるかしら。来週のどこか
は？ 

 
ローラ： 
多分来月まで無理ね。レポートのせい
で忙しいのよ。 

 
美香： 
そう。じゃあ、メールするわね。 
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LANGUAGE FOCUS  

Asking for Information with WH-Questions 
WHで始まる質問で情報を求める 

あの人は誰ですか。 

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。  

どうして泣いているのですか。 

どうやってこのタブレットPCを使いますか。 

どうやってさくらんぼのパイを作りますか。 

How can I use this tablet? 

ACTIVITY 
練習 

5 

6 

Why are you crying? 

When can I buy the tickets? 

どこで会えますか。 Where can I meet you? 

How can I make a cherry pie? 

Activity: Make some questions using the WH words below. 

練習： 下記のWHで始まる単語を使って、質問をしてみましょう。 

バーベキューに何を持っていけば 

いいですか。 

What can I bring to the BBQ? 

Who is that person? 

why what how 

where when who 

いつチケットを買えますか。 

Lesson 3 
Asking For Information Using WH-Questions 

 WHで始まる質問で情報を求める 
Level B1 General English 

When can I see you again? 
次はいつ会えますか？ 
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