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Lesson 1  A Smile Is the Best Greeting!   Part 3  解答用紙 (Textbook pp. 18-19) 

A Words & phrases (新出語句)の語句と意味を確認して覚えなさい。 

（電子辞書やスマホ・PCのウェブ翻訳の音声機能などを使って発音もしっかり確認しましょう） 

 Words & Phrases Pronunciation  Meanings 

1 besides  前 ～のほかに 

2 tone  名 (声の)調子，口調 

3 following fάloʊɪŋ 形 次に続く、次の 

4 aloud  副 声に出して 

5 dull  形 (音が)はっきりしない 

6 quiet kwάɪət 形 静かな 

7 bright brάɪt 形 明るい 

8 tip  名 助言 

9 closer (- close) kləʊsə 形 より近づく、より親しい (closeの比較級) 

10 shy  形 内気な 

11 once S＋V   いったん～したら 

12 for example   例えば 

13 How’s everything?   調子はどう？ 

名:名詞(noun) 形:形容詞(adjective) 副:副詞(adverb) 前:前置詞(preposition) 

B  Words & phrasesを参考に、教科書の本文を読んで以下の問いに答えなさい。 

※ここから下の質問の解答は Google Formで送信すること。(指示書に URL記載があります) 

送信できない場合はこのプリントを印刷して書き込み、後日提出とする。 

1.  What is the main idea of Part 3?  

① “Hello, it’s nice to meet you. I’m Shota.” 

② Say “Good morning, Shota,” or “How’s everything, Shota?” 

③ Tone of voice and to use your friend’s name in conversation are very important. 

◆Answer the questions below in Japanese.  (以下の質問に日本語で答えなさい) 

2. l.5”Hello, it’s nice to meet you. I’m Shota.”について、本文で指示された口調(声のトーン)のパタ

ーンはどのようなものか。「〜な声」のように 3つ答えなさい。 

①     ②     ③ 

3. 口調(声のトーン)以外に Part 3で書かれている大切なこと(助言)は何か。 

 

 

◆Answer ”T” if the sentence is true. Answer “F” if it is not. 

4. Different tones of voice give different impressions.     T / F 

5. You should not use your friend’s name in conversation.    T / F 

6. Show your smile to someone new when you meet him or her.  T / F 
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◆Answer the questions below in English.  (以下の質問に英語で答えなさい) 

※できる限り文の形で答えること。また、大文字、小文字等にも気を付けること。 

7. Besides facial expression, what is important? 

 

8. What should you use in conversation? 

 

9. If you use your friend’s name in conversation, how will your friend feel? 

 

 

◆Change the word in the brackets to the appropriate form to complete each sentence. 

([  ]内の語を適切な形にして、空欄に書き入れなさい) 

10. You have ＿＿＿＿＿ a great job. [ do ] 

11. Have we ＿＿＿＿＿ before somewhere? [ meet ] 

12. Have you ＿＿＿＿＿＿＿＿ the homework? [ finish ] 

 

 


