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Unit 8 コンピューターの使い方を知っていますか？ 

≪この課のねらい・・疑問詞＋to 不定詞≫ 

 この課では、疑問詞＋to 不定詞を学習します。 

＊よく使われるもの 

 how to  ～ ～の仕方 

 what to ～ 何を～すべきか 

 when to ～  いつ～すべきか 

 where to ～ どこへ～すべきか 

 

e.g. I don’t know how to play the piano.  

      （私はピアノの弾き方を知りません。） 

 

e.g. He told me what to buy.  

      （彼は何を買うべきか私に言いました。） 

 

e.g. I don’t know when to leave Japan. 

  （日本をいつ出発すればいいのかわからない。） 

 

e.g. He doesn’t know where to live in this city. 

  （彼はこの街のどこに住むかわからない。） 

 
※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. Do you know how to use it? 

 （それの使い方を知っていますか？） 

 

2. He is a programmer and knowｓ what to do with computers.  

 （彼は、プログラマーなのでコンピューターについてどうすべきか知っています。） 

 

3.  Please tell me what to do next. 

 （次に何をすればいいのか教えてください。） 

 

4.   Tell me when to leave for Osaka. 

 （いつ大阪へ出発するか教えてください。） 
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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 have a computer? 

 （あなたはコンピューターをもっていますか？） 

B: Yes, I do. My father and I use it. 

 （はい、持っています。僕の父と僕は使います。） 

A: Do you know how to use it? 

 （コンピューターの使い方を知っていますか？） 

B: Yes, of course. （はい、もちろんです。） 

 I have been using the computer for more than seven years. 

 （僕は 7 年以上使っています。） 

A: I see. （なるほど。） 

 Can you get information you want anytime? 

 （いつでも欲しい情報を手に入れることができるんですか？） 

B: Yes, I can. My father always helps me use the computer when I’m having trouble with it. 

 （はい、そうです。父はいつも僕が困ったときに助けてくれます。） 

 He is a programmer and knows what to do with computers.  

 （彼はプログラマーなのでコンピューターについてどうすべきかしっています。） 

A: He is an expert on software, isn’t he? 

 （彼はソフトウェアーのプロなんですね。） 

B: Yes, he is.  （はい、そうです。） 
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２ - １・・・Activity 

[        ]内に日本文に合うように英文を完成し、何度も発音してみましょう。 

 

1. Please tell me what I should do next. 

 = Please tell me [      ] next. 

 （次に何をすればいいのか教えてください。） 

 

2. Please tell me where I should go after this. 

     = Please tell me [      ] after this.  

 （これからどこへ行けばいいのか教えてください。） 

 

3. Tell me when I should leave for Osaka. 

  = Tell me [      ] for Osaka. 

 （いつ大阪へ出発すべきか教えてください。） 

 

4. Tell me which book I should buy. 

 = Tell me [      ].  

 （どの本を買うべきか教えてください。） 

 

5. Tell me how I should study English. 

     = Tell me [      ] English. 

 （英語の勉強の仕方を教えてください。） 

 

 

２ - ２・・・Activity 

[        ]内に日本文に合うように英文を完成し、何度も発音してみましょう。 

 

1. Do you know [      ] in case of fire? 

 （火事の際にどうしたらよいかわかりますか。） 

 

2. Do you know [      ] contact him? 

 （彼に連絡する方法を知っていますか？） 

 

3. I’ll describe to you [      ] create a website. 

 （ウェブサイトの作り方を説明します。） 

 

4. I want to learn [      ] this software. 

 （私はこのソフトウェアの使い方を知りたい。） 

 

5. She has forgotten [      ]. 

 （彼女は何を言うべきか忘れてしまった。） 
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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: Do you have a computer?  

 （あなたはコンピューターを持っていますか？） 

B: Yes, I do. My father and I use it.  

 （はい、あります。僕の父と僕は使います。） 

A: 【コンピューターの使い方を知っていますか？】 

B: Yes, of course. （はい、もちろんです。） 

 【僕は 7 年以上使っています。】 

A: I see. （なるほど。） 

 Can you get information you want anytime? 

 （いつでも欲しい情報を手に入れることができるんですか？） 

B: Yes, I can. My father always helps me use the computer when I’m having trouble with it. 

 （はい、そうです。父はいつも僕が困ったときに助けてくれます。） 

 【彼はプログラマーなのでコンピューターについてどうすべきか知っています。】 

A: He is an expert on software, isn’t he? 

 （彼はソフトウェアーのプロなんですね。） 

B:  Yes, he is.（はい、そうです。） 

 

Memorize these sentences – ８  

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. Do you know how to use it? 

 

2. He is a programmer and knows what to do with computers.  

 

3.  Please tell me what to do next. 

  

4.   Tell me when to leave for Osaka. 

 




