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Unit 12 彼女は金持ちですが、幸せではありません。 

≪この課のねらい・・接続詞１≫ 

この課では、and, but, or などの接続詞を学習します。 

接続詞は、単語と単語・句と句・文と文をつなぐ働きをします。 

 

e.g. He and I are colleagues at the same company. ―語と語をつなぐ 

 （彼と私は同じ会社の同僚です。） 

 

e.g.  Did you go to the restaurant with your wife or with your daughter? ―句と句をつなぐ 

 （あなたはレストランへ奥さんそれとも娘と行きましたか？） 

 

e.g. This car is expensive, but that car is cheap. ― 文と文をつなぐ 

   （この車は高いけど、あの車は安い。） 

 

e.g.  Work hard, and you will get a lot of money. 

 （一生懸命に働きなさい、そうすればたくさんお金を手に入れらます。） 

 命令文、and → ～しなさい、そうすれば・・・。 

   

e.g. Get up early, or you’ll be late for school. 

 （早く起きなさい、そうしなければ学校におくれますよ。） 

 命令文、or → →しなさい、そうしなければ・・・。 

  
※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. I studied English so hard.（私は英語を一生懸命勉強しました。） 

 But I made a terrible mistake.（でもひどいミスをしたんだ。） 

 

2. She is rich, but she isn’t happy. 

 （彼女は金持ちですが、幸せではありません。） 

 

3. I worked hard today, so I was very tired. 

 （私は今日一生懸命働きました、それでとても疲れました。） 

 

4. Get up soon, and you can catch the first train. 

 （すぐに起きなさい、そうすれば始発に間に合いますよ。） 

 

5. Be careful next time and study hard or you will get a bad mark again. 

 （次は気をつけなさい。そして一所懸命勉強しなさい、そうしなければまた悪い点数を取って

しまうわよ。） 
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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、何度も練習しましょう。 

A: How was your test yesterday? （昨日のテストはどうだった？）   

B: Awful ! （最悪だったよ！） 

 My friend and I got bad grades in English. 

 （友達と僕が英語でひどい点数だったんだよ。） 

A: Why did you get bad grades? （なぜそんなに悪い点数だったの？） 

 Did you study hard for the test? 

 （テストに向けて懸命に勉強したの？） 

B: Yes, I did. But I made a terrible mistake.（うん、したよ。でもひどいミスをしたんだ。） 

 The test was about Lesson 5, but I studied Lesson 4. 

 （テストはレッスン５だったんだけど、僕はレッスン４を勉強したんだよ。） 

A: Be careful next time and study hard or you will get a bad mark again. 

 （次は気をつけなさい。そして一所懸命勉強しなさい、そうしなければまた悪い点数を取って

しまうわよ。） 

B: Ok, Mom. I will keep that in mind.  

 （わかったよ、おかあさん。お母さんの言葉を肝に銘じます。） 

＊make a mistake 間違える keep in mind 肝に銘じる 
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２ - １・・・Activity  

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

 

[   ]内に単語を入れて日本文に合うように文を完成し、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. She is rich, [       ]  she isn’t happy. 

 （彼女は金持ちですが、幸せではありません。） 

 

2. I visited [      ] Kyoto [     ] Nara last weekend.  

 （私は先週末に京都と奈良を訪問しました。） 

 

3. A: Is this train for Aomori [    ] for Sendai? 

  （この電車は青森行きですかそれとも仙台行きですか？） 

 B: This train is for Aomori. 

  （この電車は青森行きです。） 

 

4. Get up soon, [     ] you can catch the first train. 

 （すぐに起きなさい、そうすれば始発に間に合いますよ。） 

 

5. Study English hard, [    ] you will not get a good job. 

 （一生懸命英語を勉強しなさい、そうしなければいい仕事が見つかりませんよ。） 

 

＊both A and B  A も B も両方とも 

 

 

２ - ２・・・Activity  

[   ]内に単語を入れて日本文に合うように文を完成し、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. I play soccer [       ] tennis. 

 （私はサッカーとテニスをします。） 

 

2. A: Are you Takashi [       ] Hideki? 

  （あなたはタカシですかそれともヒデキですか？） 

 B: I’m Hideki.（私はヒデキです。） 

 

3. I worked hard today, [      ] I was very tired. 

 （私は今日一生懸命働きました、それでとても疲れました。） 

 

4. I went to Makiko’s house yesterday, [      ] I couldn’t see her. 

 （私は昨日マキコの家に行きましたが、彼女に会えませんでした。） 

 

5. He doesn’t have any brothers [      ] sisters.  

 （彼には兄弟姉妹がいません。） 
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２ - ３・・・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: 【昨日のテストはどうだった？】 

B: Awful ! （最悪だったよ！） 

 My friend and I got bad grades in English. 

 （友達と僕が英語でひどい点数だったんだよ。） 

A: Why did you get bad grades? （なぜそんなに悪い点数だったの？） 

 【テストに向けて懸命に勉強したの？】 

B: Yes, I did. But I made a terrible mistake.  

 （うん、したよ。でもひどいミスをしたんだ。） 

 The test was about Lesson 5, but I studied Lesson 4. 

 （テストはレッスン５だったんだけど、僕はレッスン４を勉強したんだよ。） 

A: Be careful next time and study hard or you will get a bad mark again. 

      （次は気をつけなさい。そして一所懸命勉強しなさい、そうしなければまた悪い点数を取ってし

まうわよ。） 

B: Ok, Mom. I will keep that in mind.  

 （わかったよ、おかあさん。お母さんの言葉を肝に銘じます。） 

 

Memorize these sentences – １２ 
 

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. I studied English so hard. 

 But I made a terrible mistake. 

 

2. She is rich, but she isn’t happy. 

  

3. I worked hard today, so I was very tired. 

 

4. Get up soon, and you can catch the first train. 

 

5. Be careful next time and study hard or you will get a bad mark again. 

 




