Experience text 1 無料体験テキスト1
Your Hobby 趣味について

Today's phrase（今日のフレーズ）

I like playing soccer.
私はサッカーが好きです。
Description（説明）
Step1
Step2
Step3

Let's practice the lesson with your instructor.
Let's tell the instructor your hobby.
Let's hear what the hobby of to the instructor is.

講師とレッスンの練習をしよう。
あなたの趣味を講師に伝えよう。
講師に趣味を聞いてみよう。

Dialog（対話）
Jim

： What is your hobby?

趣味は何ですか？

Ren

： I like playing soccer.（My hobby is soccer.)

私はサッカーが好きです。
（私の趣味はサッカーです。）

Jim

： Oh! When did you start ［playing soccer］?

おお！いつからしていますか？

Ren

： 5 years ago.

５年前です。

Jim

： How many times in a week do you play?

週にどのくらいしていますか？

Ren

： Twice a week.

週２回です。

Ren

： My friends and I will have a practice game.

友達とチームを作ってやっています。

Jim

： Can I join you next time?

私も今度参加してもいいですか？

Ren

： Yes, please join us.

どうぞ、来てください。

Jim

： Thank you. I am looking forward to it.

ありがとう。楽しみにしています。

Example(例）
I like /I love につなげて会話をしてみよう。
" I like/I love "with the terms on the right side.

reading
cooking
shopping
traveling
watching movies
swimming
playing game
playing golf
playing soccer
playing tennis
dancing

読書
料理
買い物
旅行
映画鑑賞
水泳
ゲーム
ゴルフ
サッカー
テニス
ダンス

Experience text 2 無料体験テキスト2
About Travel 旅行について

Today's phrase（今日のフレーズ）

I want to go to Hawaii.
私はハワイへ行きたいです。
Description（説明）
Step1
Step2
Step3

講師とレッスンの練習をしよう。
Let's practice the lessons and instructors.
Let's tell the instructor about the country that you want to go. あなたが行きたい国を講師に伝えよう。
講師に行きたい国について聴いてみよう。
Let's hear about the country your lecturer wants to go to.

Dialog（対話）
Jim ： Where do you want to go on a trip?

あなたは何処へ旅行に行きたいですか？

Ren ： I want to go to Hawaii.

私はハワイへ行きたいです。

Jim ： Why do you want to go to Hawaii?

なぜハワイへ行きたいですか？

Ren ： I want to swim in the sea in Hawaii.

ハワイの海で泳ぎたいです。

Jim ： Looks very comfortably.

とても気持ちよさそうですね。

： What do you want to eat in Hawaii?

ハワイでは何を食べたいですか？

Ren ： I want to eat a steak.

ステーキを食べたいです。

Jim ： It is going to be a fun trip.

楽しい旅行になりそですね。

Word(単語）
Where

どこ

Why

なぜ

sea

海

go to ~

行く

swim

泳ぐ

comfortably

気持ちいい・心地よい

eat

食べる

fun

楽しい

trip

旅行・旅

Point（ポイント）

I want to go ~

～へ行きたい。

国の例

America
China
Korea
Thailand

アメリカ
中国
韓国
タイ

Brazil
Spain
Philippines
Germany

ブラジル
スペイン
フィリピン
ドイツ

