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Unit 4 あなたは音楽が好きですか？ 

≪この課のねらい・・・疑問詞のない疑問文２≫ 

動作や状態を表す語を動詞(一般動詞)といいます。 

この Unit では一般動詞を使った疑問文とその答え方を学びます。 

  

疑問文 Do you like Japanese food? (あなたは日本食が好きですか?) 

 

答え方  Yes, I do. (はい、好きです。) 

   I like Japanese food. (私は日本食が好きです。) 

     or 

   No, I don’t. (いいえ、好きではありません。) 

   I like Korean food. (私は韓国の料理が好きです。) 

 

( 注 ) ただし、ここでは「主語」が 1 人称、２人称の単数形を学びます。 

 e.g.  A： I like baseball. （私は野球が好きです。） 

   B： You play tennis. （あなたはテニスをします。）  

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions  

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. A： Do you like music? （あなたは音楽が好きですか?） 

 B： Yes, I do. (はい、好きです。) 

 

2. A： Do you go to work every day? (毎日、仕事へ行きますか?) 

 B： No, I don’t. (いいえ、行きません。) 

 

3. A： Do you play an instrument? (楽器を弾きますか?)  

 B： Yes, I play the guitar. (はい、ギターを弾きます。)  

 

4. A： Do you speak English? (英語を話しますか? ) 

 B： No, I don’t speak English. (いいえ、英語を話しません。) 
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１ - ２・・・Role Playing   

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A： Do you like music? (あなたは音楽が好きですか?) 

B： Yes, I do. (はい、好きです。) 

 I like pop music very much. (私はポップ音楽が好きです。) 

A： Do you play an instrument? (楽器は弾きますか?) 

B： Yes, I do. I play the guitar. (はい、弾きます。私はギターを弾きます。) 

A： Do you work on Saturdays? (土曜日に仕事しますか? ) 

B： No, I don’t. (いいえ、しません。 ) 

 I work from Mondays through Fridays. （私は月曜日から金曜日まで仕事します。)  

A： Do you speak English? (英語を話しますか?) 

B： Yes, I do. (はい、話します。) 

 I study it every day at an online English school.  

 (毎日オンライン英語スクールで英語を勉強しています。 ) 

*instrument 楽器 

 

 

２ - １・・・Activity  

[        ]内に Yes, No の場合で答え、何度も発音してみましょう。 

 

e.g. A： Do you like music? (あなたは音楽が好きですか?) 

  B： Yes, I [ like music ]. (はい、好きです。) 

  C： No, I [ don’t like music ]. (いいえ、好きではありません。) 

 

1. A： Do you like Japanese food? (日本食は好きですか?)  

 B： Yes, [                    ].  

 C： No, [                    ].  

 

2. A： Do you like sports? (スポーツは好きですか?)  

 B： Yes, [                    ].  

 C： No, [                    ].  

 

3. A： Do you play the guitar? (あなたはギターを弾きますか?) 

 B： Yes, [                    ].  

 C： No, [                    ]. 
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4. A： Do you go to work every day? （あなたは毎日仕事へ行きますか? )  

 B： Yes, [                    ].  

 C： No, [                    ]. 

 

5. A： Do you go to work by bicycle? (あなたは自転車で仕事へ行きますか? ) 

  B： No, [                    ]. (自転車では仕事へいきません。) 

  I go to work on foot. (歩いて仕事へ行きます。)  

  

6. A： Do you have a car? (車を持っていますか?) 

 B： Yes, [                    ].（はい、車を持っています。） 

 C： No, [                    ]. ( いいえ、車を持っていません ) 

  

7. A： Do you speak Japanese? (あなたは日本語を話しますか?)  

 B： No, I don’t speak Japanese. (いいえ、話しません. )  

  [                    ]. (韓国語を話します。) 

 

 

２ - ２・・・Activity  

[        ]内に否定文を入れて繰り返し発音してみましょう。 

 

e.g. I study English, but [ I don’t study math ] .  

   (私は英語を勉強するけど、数学は勉強しない。) 

 

1. I want a dog, but [                    ]. (私は犬はほしいけど、猫はほしくない。) 

 

2. I have a bike, but [                    ]. (私はバイクは持っているけど、車は持っていない。) 

 

3. I play the flute, but [                    ]. (私はフルートを吹くけど、ギターは弾かない。) 

 

4. I eat vegetables, but [                    ]. (私は野菜は食べるけど、魚は食べない。) 
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２ - ３・・・Activity 

[        ]内に 1～7 までの英文を入れ代えて質問に答え、繰り返し発音してみましょう。  

 

A： What do you do on Sundays? ( 毎週日曜日あなたは何をしますか? )  

B： I usually [                    ]. (私はたいてい～です。) 

 

 1. go to a museum. (博物館へ行きます。) 

 

 2. play tennis with my friends. (友達とテニスをします。) 

 

 3. go shopping with my mother. (母と一緒に買い物に行きます。) 

 

 4. read a book all day long. (一日中読書をします。) 

 

 5. clean my room in the morning. (午前中は部屋を掃除します。) 

 

 6. jog in the park in the afternoon. (午後に公園でジョギングします。) 

 

 7. eat out at a restaurant with family. (家族と一緒にレストランで食事をします。) 

 

 

２ – ４・・・Activity  

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A： 【 あなたは音楽が好きですか?】  

B： Yes, I do. I like pop music very much. (はい、好きです。私はポップ音楽が好きです。 ) 

A： 【 楽器は弾きますか?】 

B： Yes, I do. （ はい、弾きます。 ） .  

A： 【 土曜日に仕事しますか？ 】 

B： No, I don’t. (いいえ、しません。 ) 

 I work from Mondays through Fridays. (私は月曜日から金曜日まで仕事します。 ) 

A： 【 英語を話しますか？ 】 

B： Yes, I do. I study it every day at an online English school.  

  ( はい、話します。 毎日オンライン英語スクールで英語を勉強しています。 ) 
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Memorize these sentences – ４  

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. A： Do you like music?  

 B： Yes, I do. 

 

2. A： Do you go to work every day?  

 B： No, I don’t. 

 

3. A： Do you play an instrument? 

 B： Yes, I play the guitar. 

 

4. A： Do you speak English? 

 B： Yes, I speak it every day. 

 

 

 




