
SITUATION  
Yuji is talking with his friend Kathy. 
ユウジは友人のキャシーと話しています。 

Yuji   : Ok, so let’s get started. 
 
Kathy: Um.. We are missing Teresa. I wonder where she   
            went. 
 
Yuji   : I am not sure either.  
 
Kathy: Let me call her to see where she is. 
 
Yuji   : Yes, please. Some of us have to go in about half an 

hour, so we’d better discuss our idea for the event 
soon. 

 
Kathy: Sure I’m calling now… ‘Oh, hey, Teresa where are  
            you?’ 

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。 	

ユウジ：　 
よし！じゃあ始めましょうか？	
	
キャシー： 
…テレサがいないわ。彼女はどこに
行ったのかしら。	

	
ユウジ： 
僕も知らないな。	

	
キャシー：	
どこにいるのか電話してみるわ。	
	
ユウジ：	
うんお願い。３０分以内には出かけ
ないといけない人もいるから、イベ
ントのアイデアをすぐに話し合うべ
きだよ。	
	
キャシー：	
うん今掛けているわ！｢ねえテレサ
何処にいるの？｣	
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get started  　　　　　　始める 
had better + verb~　 ～すべきだ 
missing　                 見当たらない、行方不明の 
discuss　                 話し合う 

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。 	

I wonder where she went.  
彼女はどこに行ったのだろうか？	

1 

2 

3 

4 

wonder　  ～と思う 
either　     ～も…でない（副詞として） 
let me ~    ～させてください  
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LANGUAGE FOCUS  

Embedded Questions 
埋め込み疑問文 

どうやってあなたはこのアイデアを思いついた
んだろう。 

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。 	

母はどこでこの美味しいケーキを買ったんだ
ろう？ 

昨日の彼女の採用面接はどうだったのだろう。 

明日の遠足はどこに行くんだろう？	

I wonder how she went with her job  
interview yesterday. 

彼は実際のところどのくらい背が高いんだろう。	

ACTIVITY 
練習	

1.  Where is the best restaurant to go to? 

2.  When can we find out the results? 

3.  How long does it take to travel to Chicago from Tokyo? 

4.  What did she buy me for my birthday? 

5.  Who will be the new project leader? 

6.  Where will the next Olympics be held? 

7.  How long does it take to get my computer fixed? 

8.  How much will it cost to fix my car? 

5 

6 

I wonder where my mother bought this  
delicious cake.  

I wonder how you got this unique idea. 
食中毒になるなんて何を彼女は昨晩食べたの
だろう。 

  

Activity: Change the following questions to embedded questions. 
練習：　下記の文を埋め込み疑問文に書き換えてみましょう。  	

彼はどこの国で育ったのだろう。 I wonder which country he grew up in.  

I wonder what she ate last night to get  
food poisoning. 

I wonder where we are going for  
tomorrow’s excursion.  
I wonder how tall he is in reality . 
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I wonder where she went.  
彼女はどこに行ったのだろうか？	
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