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体験レッスンの流れ 

1. 準備編 

Step.1 必要なものを準備 

Step.2 Skype の準備（Zoom レッスンご希望の場合は不要） 

 

2. 1 回目の体験レッスン編 

Step.1 レッスン予約 

Step.2 当日にレッスンイメージ 

Step.3 レッスン当日 

Step.4 1 回目の体験レッスンを受講  

Step.5 レッスンの反省・講師評価  

 

3. 2 回目の体験レッスン編 

Step.1 2 回目のレッスン予約 

Step.2 2 回目の体験レッスンを受講  

Step.3 無料会員 3 大特典へ応募 

 

4. レッスン時のよくある質問  

 

5. hanaso へ有料会員申込みを検討中の生徒様へ 

 

6. オリジナル復習システム hanaso メソッド 

 

レッスンでよく使うフレーズ 

 

体験レッスン用テキスト 

No.1 挨拶～hanaso へようこそ～ 

No.2 どちらにお住まいですか？  

No.3 お仕事は何ですか？  

No.4 趣味は何ですか？  

No.5 英会話を習ったことはありますか？  

No.6 外国に行ったことはありますか？  
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オンライン英会話 hanaso へのご登録誠にありがとうございます。 

 

本テキストは、オンライン英会話 hanaso 無料体験用（英会話初心者向け）テキ

ストです。 

まずは、レッスンを受ける前の準備からレッスンを受けた後の流れまでご説明

いたします。 

 

※ 無料体験用テキストは 16 ページからになります。 

  無料体験用テキストをすぐにご利用の方は 16 ページよりお進みください。 

 

 

 

 

 

「オンライン英会話のレッスンを受けてみたいけど、どうすればいいの?」と

お悩みの方に、レッスンを受ける前の準備からレッスンを受けた後の流れをご

説明いたします。レッスン前に必要な準備を済ませて、初めてのオンライン英

会話レッスンを是非お楽しみ下さい。 

 

※Zoom レッスンご希望の方、または、Skype アカウントをお持ちの方は、5 ペ

ージの「2．1 回目の体験レッスン編」よりお進みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメの教材は、3 つのタイプでご案内させていただきます。 

是非ご参考ください。 

 ➡ 英会話初心者（タイプ 1）… 英会話初心者のパターン１ 

 ➡ 英会話初心者（タイプ 2）… 英会話初心者のパターン 2 

 ➡ 中級レベル以上（タイプ 3）… 中級者レベル以上の方  

体験レッスンの流れ 
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レッスンを受講する前に、必要なものを準備しましょう。 

 

● 必要なもの 

 インターネット環境と、パソコン又はスマホ又はタブレット（マイクとスピーカー利

用）をご用意ください。 

（マイクとスピーカーが内蔵されていない場合はヘッドセット等をご用意ください。） 

 

 

 

● あると便利なもの 

ヘッドセット：講師の声がクリアに聞こえます。下記ページより購入いただけます。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/skype_headset.php） 

Web カメラ：講師と顔を見合わせてレッスンが可能となります。 

  ※ノートパソコンなどはカメラが内蔵されている場合もございます。 

 

 

１．準備編 

Step.１ 必要なものを準備 

https://www.hanaso.jp/skype_headset.php
https://www.hanaso.jp/skype_headset.php
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Skype レッスンをご希望の場合は、レッスンを受講する前に、Skype の準備をしましょ

う。 

※Skype アカウントをお持ちの方は、2.１回目の体験レッスン編（5 ページ）へお進みくだ

さい。 

 

●Skype（スカイプ）とは 

 無料で通話ができるインターネット電話です（Skype 同士なら、世界中どこにかけて 

も何時間通話しても無料）操作はとても簡単で、高音質の通話が可能です。 

 

 

● Skype のインストール方法 

  「Skype セットアップガイド」の準備編をご確認ください。 

  （ウィンドウズ版とマック版のご用意をしております。） 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/download/skype1.pdf） 

   

  チャットボックスや、Skype 翻訳機能の操作方法は 

  「Skype セットアップガイド」の操作編をご確認ください。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/download/skype2.pdf） 

 

  

 

  ※Skype アカウントをお持ちで Skype 名が分からない場合は、「Skype 名確認 

手順（PDF）」をご確認ください。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/download/skype_name_confirm.pdf） 

 

 

 

Step.２ Skype の準備（Zoom レッスンご希望の場合は不要） 

https://www.hanaso.jp/download/skype1.pdf
https://www.hanaso.jp/download/skype1.pdf
https://www.hanaso.jp/download/skype2.pdf
https://www.hanaso.jp/download/skype2.pdf
https://www.hanaso.jp/download/skype_name_confirm.pdf
https://www.hanaso.jp/download/skype_name_confirm.pdf


 

Copyright (C) 2020 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

レッスンスターターキット 2 - 無料体験レッスン用テキスト - 
 

5 

 

 

 

 

 

レッスン予約をしましょう。 

 

● レッスンの予約 

  予約可能期間は、本日から 1 週間以内の予約が可能です。 

（予約可能時間：レッスン 5 分前まで。） 

 

● レッスンの予約方法 

① 「レッスン予約」ページからご希望のレッスン選択 

   レッスン予約一覧では 8 種類の便利機能を利用できます。 

  1. 絞り込み機能  2. 検索機能  3. 日指定機能  4. 時間指定機能 

  5. 予約状況    6. 表示順   7. 表示形式      5. フリー検索機能 

 

② ご希望の教材・レッスンリクエストを選択  

ご希望のレッスン教材の選択と、レッスン 

リクエストが可能です。 

1.レッスン内容・教材 

2.講師が話す速度 

3.発音修正の頻度 

4.文法修正の頻度  

5.チャットボックスの使用 

6.レッスン開始時のスモールトーク 

7.初めての講師との自己紹介 

8.その他 

 

③  レッスン予約完了  

２．１回目の体験レッスン編 

Step.１ レッスン予約 
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オススメの教材は、3 つのタイプでご案内いたします。 

 

● オススメの教材 

英会話初心者（タイプ 1.2）の方 

無料体験用テキストをご予約ください。 

 

 

 

 

中級レベル以上（タイプ 3）の方 

英語学習の目的に沿った内容の教材をご予約ください。 

詳しくは、弊社ホームページの【レッスン内容・教材】 

をご確認ください。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/lesson.php） 

 

 

ポイント！ 

急な予定により、予約した時間にレッスンが受けられない場合など、キャンセルする 

ことも可能です。 

（キャンセル可能時間：レッスン 30 分前まで。※レッスンチケットは 24 時間前まで） 

 

● レッスン予約のキャンセル方法 

① ログイン後のトップページで予約状況確認 

② 「予約をキャンセル」ボタンをクリックして、予約キャンセル確認 

③ 予約キャンセル完了 

再度ユーザートップの予約状況確認で、キャンセルしたレッスンが消えていれば 

キャンセルが完了となります。 

 

 

https://www.hanaso.jp/lesson.php
https://www.hanaso.jp/lesson.php
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はじめは誰しも少なからず緊張をするものです。レッスンのイメージをしてみましょう。 

 

● まずは挨拶から 

 ➡ 13ページの「レッスンでよく使うフレーズ」よりご確認いただけます。 

 

 

 

 

問題なく英会話レッスンの体験が出来るように、当日の準備をしていきましょう。 

 

● 必要な機器・準備 

① パソコンの起動 

② ネット回線への接続（インターネットに接続していないとレッスンできません） 

③ ヘッドセットなどの用意（音声が聞こえて、話せる状態にしておきましょう） 

④ テキストの用意 

※Skype レッスンをご希望の場合は Skype の起動 （Skype テスト通話へ発信：連絡先

にある「Echo/Sonud Test Service」をクリックし「通話」をクリックしてください。） 

 

 

 

 

レッスン受講方法によって、レッスン前の準備が違います。 

 

● レッスン開始前 

・Zoom レッスンの場合（レッスン開始 3 分前） 

 「予約状況」の中のレッスン日時の項目に「予約レッスンへ進む」ボタンが表示されます。 

 そちらをクリックしていただき、規定のお時間からレッスンが開始となります。 

 

・Skype レッスンの場合（レッスン開始 30 秒前） 

講師から、連絡先追加のリクエストが届きます。連絡先の追加を希望してきた講師名と 

メッセージが表示されますので「許可」をクリックしてください。 

 

● レッスンスタート！ 

楽しいレッスンを受講ください！ 

Step.２ 当日のレッスンイメージ 

Step.３ レッスン当日 

Step.４ １回目の体験レッスンを受講 
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1 回目のレッスンの反省や講師の評価をしてみましょう。 

復習機能つきなので、ご自身で登録した単語やフレーズが「今日の復習」として出題され

るようになります。 

 

● レッスン履歴確認方法 

 レッスン履歴が確認できます。表示の切り替えや期間、講師名などでの絞り込みも可能す。 

 

 

● 講師からのメッセージ、コレクション 

 授業後、講師からのメッセージを閲覧できます。 

コレクションで、修正点を挙げている場合もござい 

ますので、復習にお役立てください。 

 

 

 

● 単語・フレーズ復習機能 

①  単語・フレーズの確認・追加ができます。（無料会員様は５個まで追加可能） 

②  登録した単語・フレーズが「今日の復習」として出題されます。（出題の有無は、 

トップページの「お知らせ」、単語・フレーズページ等でご確認いただけます。） 

詳細はこちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/guidance/words_phrase.php） 

 

● レッスン評価 

「評価する」ボタンから、受講したレッスンについて評価を行うことができます。 

 

● レッスンメモ 

「レッスンメモを記入」ボタンから、受講したレッスン毎にメモを作成することができ

ます。 

Step.５ レッスンの反省・講師評価 

https://www.hanaso.jp/guidance/words_phrase.php
https://www.hanaso.jp/guidance/words_phrase.php
https://www.hanaso.jp/guidance/words_phrase.php
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1 回目のレッスンはいかがでしたか？ 

 

2 回目のレッスンを予約しましょう。 

※1 回目の予約の際に続けて予約することも可能です。 

 

● オススメの教材 

オススメの教材は、3 つのタイプでご案内いたします。 

英会話初心者（タイプ 1）の方 

無料体験用テキストの続きまたは、英会話フレー 

ズ（練習ステージのユニット１）をご予約くだ 

さい。 

 

 

英会話初心者（タイプ 2）の方 

英会話フレーズ（練習ステージのユニット１）をご予約ください。 

 

 

 

 

中級レベル以上（タイプ 3）の方 

英語学習の目的に沿った内容の教材をご予約ください。 

詳しくは、弊社ホームページの【レッスン内容・教材】をご確認 

ください。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/lesson.php） 

 

 

 

 

 

 

３．２回目の体験レッスン編 

Step.１ ２回目のレッスン予約 

https://www.hanaso.jp/lesson.php
https://www.hanaso.jp/lesson.php
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● 2 回目のレッスンスタート！ 

体験レッスンを、ご受講いただきありがとうございます。 

 

 

 

 

抽選で 3,000 円のギフト券が当たる無料会員 3 大特典３「3,000 円分のギフト券」に

お申込みできてない方は今すぐこちらをご確認ください。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/trial_experiences.php） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step.２ ２回目の体験レッスンを受講 

Step.３ 無料会員 3 大特典 3 へ応募 

https://www.hanaso.jp/trial_experiences.php
https://www.hanaso.jp/trial_experiences.php
https://www.hanaso.jp/trial_experiences.php
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レッスン時によくある質問を確認しましょう。 

 

● hanaso にログインできない。 

お客様が登録時に設定しましたメールアドレス、パスワードの誤入力の可能性がござ 

います。今一度ご確認下さい。 

それでもログインができない場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームからご連絡 

ください。 

 

● 通話ができない。もしくは途中で切れました。 

まずは以下の点をご確認ください。 

・マイク、ヘッドセットがきちんと接続されているか 

・音量設定が小さくないか、ミュートになっていないか 

・Skype にログインしているか ※Skype レッスンの場合 

・初めての講師の場合、Skype の「コンタクト」に追加されているか ※Skype レッスンの場合 

 

 その他、よくあるご質問を下記ページより御確認ください。 

 Zoom の場合：https://www.hanaso.jp/flow/lesson_zoom.php 

 Skype の場合：https://www.hanaso.jp/flow/lesson.php 

 

上記の内容でも問題が解決されない場合は、お手数ですが、弊社事務局までご連絡 

ください。 

 

トラブル発生時や、不明な点は、お手数ですがサポート事務局までメールまたは 

お電話、Skype でご連絡ください。 

 

メールアドレス：support@hanaso.jp 

電話番号: 050-5534-8205 

Skype 名: hanaso.support 

※カスタマーサポート対応時間 13:00～21:00（休講日を除く） 

 

 

 

 

４．レッスン時のよくある質問 

https://www.hanaso.jp/flow/lesson_zoom.php
https://www.hanaso.jp/flow/lesson.php
mailto:support@hanaso.jp
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有料会員登録をご検討中のお客様へオススメの教材のご案内をいたします。 

 

● オススメの教材 

オススメの教材は、3 つのタイプでご案内いたします。 

英会話初心者（タイプ 1）の方 

英会話フレーズ（練習ステージのユニット１）または、英会話フレ 

ーズ続きをご受講ください。 

 

 

 

英会話初心者（タイプ 2）は 

英会話フレーズの続き、または英語学習の目的 

に沿った教材をご受講ください。 

 

 

 

中級レベル以上（タイプ 3）の方は 

英語学習の目的に沿った内容の教材をご受講ください。 

詳しくは、弊社ホームページの【レッスン内容・教材】 

をご確認ください。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/lesson.php） 

 

● 受講する教材に悩まれている方へ 

① あなたにオススメする教材を確認できます。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/students/recomend_text.php） 

② レベルチェックからオススメする教材を確認できます。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/method/levelcheck.php） 

③ オリジナル復習システム hanaso メソッドの教材をオススメします。 

   ➡ オリジナル復習システム hanaso メソッドは、8 ページの「オリジナル復習シス

テム hanaso メソッド」ページからご確認いただけます。 

５．hanasoへ有料会員申込み検討中のお客様へ 

https://www.hanaso.jp/lesson.php
https://www.hanaso.jp/lesson.php
https://www.hanaso.jp/students/recomend_text.php
https://www.hanaso.jp/students/recomend_text.php
https://www.hanaso.jp/students/recomend_text.php
https://www.hanaso.jp/method/levelcheck.php
https://www.hanaso.jp/method/levelcheck.php
https://www.hanaso.jp/method/levelcheck.php
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「ネイティブと話をして、なんか楽しい」だけで終わるのではなく、 

英語をマスターするためにみんなが全力を注いだメソッドと教材です。 

hanaso メソッド監修：関正生 

 

 

 

 

オリジナル復習システム hanaso メソッドとは、hanaso 独自開発のオリジナル学習メソッド

に対応したオリジナル教材のことです。 

 

● オリジナル復習システム「hanaso メソッド」とは？ 

3 つのステップで話せる英語をマスターできる hanaso オリジナルの学習方法です。 

   

● hanaso メソッド３つのステップ 

① レッスンで学び、口に馴染ませる 

②  復習システムにより効率よく定着させる 

③  音声教材で会話での使い方を練習し、仕上げる 

 

 詳しくは「hanaso メソッドとは」をご確認ください。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/method/hanasomethod.php） 

 

 

● hanaso メソッドオリジナル教材は 4 つございます。 

① 英会話フレーズ 

④  旅行英会話 

⑤  発音トレーニング 

⑥  TOEIC ボキャブラリ 

今後も、新しい hanaso メソッドオリジナル教材をリリース予定！ 

 

 

 

 

 

 

６．オリジナル復習システム hanaso メソッド 

https://www.hanaso.jp/method/hanasomethod.php
https://www.hanaso.jp/method/hanasomethod.php
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さぁ、一歩を踏み出してみましょう！ 
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レッスンでよく使うフレーズを確認しましょう。 

 

● まずは挨拶から 

講師：こんにちは!お元気ですか？ Hello, how are you doing?   

生徒：はい。元気です！ I'm fine!   

講師：私は○○です。お名前は何ですか？ I am teacher ○○,What is your name?  

生徒：ユウコです。宜しくお願いします。I am Yuko. Nice to meet you!   

 

● レッスン中に困った時は 

生徒：理解できません。 I don't understand.  

生徒: もう一度言ってくれませんか？ Pardon?   

生徒：ゆっくり話していただけますか？ Could you speak slowly?  

生徒：テキストのどこをやっていますか？ Where are we now?  

 

● 音声トラブル時は 

生徒：まったく聞こえません。 I can‘t hear you at all.  

生徒：接続状況が悪いです。 We have a bad connection.  

 

● レッスン終了 

講師：ありがとうございました。またお会いしましょう。 

Thank you. see you next time!  

生徒: ありがとうございました。楽しいレッスンでした。 

Thank you. I enjoy our lesson.  

 

 

その他、レッスンでよく使うフレーズをまとめたページがございますので、ご確認いただけ

ます。 

こちらをクリック 

（https://www.hanaso.jp/download/frequently_used_phrases.pdf） 

 

 

レッスンでよく使うフレーズ 

https://www.hanaso.jp/download/frequently_used_phrases.pdf
https://www.hanaso.jp/download/frequently_used_phrases.pdf
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■ 1-1 

Teacher : Hi, welcome to hanaso! It’s nice to meet you. 

            hanaso へようこそ！ はじめまして。 

Student : Nice to meet you too.  

            はじめまして。 

Teacher : My name is ○○. Please, call me △△.   Can you hear me well? 

          私の名前は○○です。 △△と呼んでください。私の声は良く聞こえますか？ 

Student : Yes, I can. ／ No, I can’t hear you clearly.  

          はい、聞こえます。／ いいえ、よく聞こえないです。 

 

■ 1-2 

Teacher : This is your first lesson, right? 

          これが初めてのレッスンですね？ 

Student : Yes. 

          はい。 

Teacher : What is your name? 

          お名前は何ですか？ 

Student : My name is ○○<名前>△△<苗字>. Please call me □□<ニックネーム

>.  

          私の名前は、△△○○です。□□と呼んでください。 

Teacher : OK. □□. This is our first lesson so  

I want us to have fun by introducing each other. 

          わかりました、□□さん。 

今日は初めてのレッスンなので、お互いに自己紹介をしたいと思います。 

          Is it OK to introduce each other by using trial lesson text? 

          体験レッスン用テキストを使ってお互いに自己紹介をしたいのですが、 

よろしいですか？ 

Student : OK.  

          いいです。 

No 

1 

Greeting 

挨拶～hanaso へようこそ～ 
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※体験レッスン用テキスト以外を希望の場合の答え方 

I’d like to try the Web news lesson.  

（ウェブニュースを使ったレッスンをしてみたいです。） 

I’d like to have free talking without using the trial lesson text.  

（テキストなしでフリートークをしてみたいです。） 

 

 

Teacher : Have you opened the text already? 

          テキストはもう開いていますか？ 

Student : Yes. 

          はい。 

Teacher : All right, let’s start.  

          それでは、はじめましょう。 
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■ 1-1 

■ 2-1 

Teacher : Where do you live? 

          あなたはどちらにお住まいですか？ 

Student : I live in ○○<県名>.    

○○に住んでいます。 

I live in in Tokyo.  東京に住んでいます。 

I live in in Shinagawa Ward , Tokyo.  私は東京都の品川区に住んでいます。 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

■ 2-2 

Student : How about you? 

           あなたはどちらにお住まいですか？ 

Teacher : I live in △△. 

          △△に住んでいます。 

>>Free talk < フリートークに挑戦してみましょう > 

 

■ 2-3 

Teacher : Do you live with your family? 

          ご家族と住んでいますか？ 

Student : Yes. I live with my family. ／ No. I live alone.  

          はい、家族と住んでいます。／ いいえ、一人暮らしです。 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

■ 2-4 

Student : How about you? 

          あなたはご家族と住んでいますか？ 

Teacher : I live △△. 

No 

2 

Where do you live? 

どちらにお住まいですか？ 
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          △△と住んでいます。 

 

■ 2-1 

■ 3-1 

Teacher : What is your job? 

          お仕事は何ですか？ 

Student : I am  a company employee. 会社員です。 

 a part timer. アルバイト 

 running my own business. 自営業公務員 

 a government employee. 公務員   

 a driver. ドライバー 

 a teacher. 講師 

 a hairdresser. 美容師 

 a programmer. プログラマー 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

■ 3-2 

Teacher : How long have you been a ○○? 

          どれくらいお仕事をされてますか？ 

Student : I have been a ○○<職業> for △△<期間> 

          △△くらいです。 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

■ 3-3 

Teacher : Do you go to work every day? 

          お仕事には毎日行きますか？ 

Student : I go to work  five days a week. 週５日行きます。 

                          six days a week. 週６日 

Teacher : How do you go to work? 

          どうやってお仕事に行きますか？ 

Student :  I take a bus.  バスで行きます。 

 I take a taxi. タクシーでいきます。  

 I drive. 車で行きます。 

 I walk. 歩いて行きます。 

No 

3 

What is your job? 

お仕事は何ですか？ 
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>>Teacher’s comment & Free talk 

 

 

 

■ 4-1 

Teacher : What is your hobby? 

          趣味は何ですか？ 

Student : I like to play tennis. テニスです。  

  I like to jog. ジョギングです。 

  I like to cook. 料理です。 

  I like to scuba dive. スキューバダイビングです。 

  I like to surf the internet. インターネットです。 

  I like to listen to rock music.   ロックを聴くことです。 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

■ 4-2 

Student : What about you? 

          あなたの趣味はなんですか？  

Teacher : I like ○○. 

          ○○です。  

>>Free talk <フリートークに挑戦してみましょう。> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

4 

What is your hobby? 

趣味は何ですか？ 
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■ 5-1 

Teacher : Have you ever had English conversation lessons before? 

          英会話を習ったことはありますか。 

Student : Yes, I have.  

          はい、習ったことがあります。 

 I have studied English conversation  

 at an English conversation school for ○○<期間> 

           英会話スクールで○○間英会話を勉強しました。 

 No, I have not. 

           いいえ、習ったことはありません。   

 

Teacher : Why do you want to learn English? 

          どうして英語を習いたいのですか？s 

Student : Because I want to communicate with foreigners. 

           外国人とコミュニケーションをとりたいからです。 

 I want to speak English when I travel overseas. 

           海外旅行で英語を話したいからです。 

 I want to study abroad. 

           留学がしたいからです。 

 I need to use English in my career. 

           仕事で使う必要があるからです。 

 I want to use English for my personal growth. 

           自己啓発のためです。 

 I want to watch English movies without Japanese subtitles. 

           字幕なしで洋画を観たいからです。 

 I want to understand the lyrics of English songs. 

           英語の歌詞を理解したいからです。 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

 

No 

5 

Have you ever had English conversation lessons before? 

英会話を習ったことはありますか？ 
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■ 5-2 

Teacher : How did you know about hanaso? 

hanaso はどうやって知ったのですか？ 

Student : I saw it on TV. 

           テレビで観ました。 

 I saw it on the internet.s 

           インターネットで見ました。 

 I read it in a newspaper.   

           新聞で読みました。 
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■ 6-1 

Teacher : Have you been to foreign countries? 

          外国に行ったことはありますか？ 

Student : Yes, I have been to ○○<国名>. 

          はい、○○に行ったことがあります。  

   the United States. アメリカ      Canada. カナダ 

   the United Kingdom. イギリス   France. フランス 

   Germany. ドイツ               Italy. イタリア 

 

   No, I haven’t. 

          いいえ、ありません。  

 

Teacher : How long did you stay in ○○? 

          ○○には、どのくらい滞在しましたか？ 

Student : I stayed there for △△<期間>. 

          △△です。 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

■ 6-2 

Teacher : What did you like most about ○○? 

          ○○のどこが一番良かったですか？ 

Student : The buildings. 建物です。 

 The food. 食べ物です。  

 The people. 人々です。 

 ________________ . その他 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

 

 

 

 

No 

6 

Have you been to foreign countries? 

外国に行ったことはありますか？ 
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■ 6-3 

Teacher : Could you speak English when you travelled? 

          旅行をした時に、英語は話せましたか？ 

Student : Yes, I could. 

          はい、話せました。 

          Yes, but I could only speak a little English. 

          はい、でも少しだけ話すことができました。 

          No, I could not. But I could understand what they said. 

          いいえ、話せませんでした。 

しかし、何を話しているかを理解することはできました。 

          No, I could not speak English. 

          いいえ、話せませんでした。 

   Sometimes I got into trouble because of it. 

          話せなかったので、ときどき困りました。 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

■ 6-4 

Student : What about you? 

          あなたは外国に行ったことはありますか？ 

Teacher : I have been to ○○. はい、○○に行ったことがあります。 

           I haven’t. いいえ、ありません。 

>>Free talk <フリートークに挑戦してみましょう。> 
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■ 6-5 

Teacher : What other countries would you like to visit? 

          海外のどの国に行きたいですか？ 

Student : I would like to go to □□. 

          □□に行きたいです。 

 

Teacher : Why would you like to go to □□? 

          なぜ□□に行きたいのですか？ 

Student : Because I want to see ○○<見たいもの>. ○○を見たいからです。 

 I want to visit some friends.  友人を訪ねたいからです。 

 my friend told me it is beautiful.   

 友人がきれいな所だと話していたからです。 

 _____________________.  その他 

 

>>Teacher’s comment & Free talk 

 

■ 6-6s 

Student : How about you? 

          あなたはどこの国に行きたいですか？ 

Teacher : I would like to go to △△. 

          △△に行きたいです。 

>>Free talk <フリートークに挑戦してみましょう。> 
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