
ＡＪ：Who's there? どなたですか ? 
葉一：Oh. Haichi. えー、葉一です 
ＡＪ：Oh! Come on in. ああ、入って 
葉一：Thank you. I'm Haichi. ありがとうございます。葉一といいます 
　　　Jason? Yeah, nice to meet you. ジェーソン ? あ、はじめまして 
ＡＪ：'Nice to meet you! はじめまして 
葉一：I would like to talk with you. お話がしたいと思って。
ＡＪ：Sure. Let's talk! もちろん、お話しましょう ! 
葉一：Oh, thank you. ありがとうございます 
ＡＪ：Yeah. How are you? どういたしまして。元気 ( 調子はどう )? 
葉一：I'm fine まあまあです 
ＡＪ：Oh, great. それはよかった 
葉一：Thank you. ありがとうございます。 And you? 先生は ? 
ＡＪ：I'm doing very well. Yeah. とてもいいです。はい 
　　　Oh, thank you. ありがとうございます 
葉一：Why do you... um... come Japan? 
　　　なぜ、日本に ... 来る、ですか ? 
ＡＪ：Ah. Why did I come to Japan? ああ、なぜ私が日本に来たか ? 
　　　I came to Japan to teach English. 英語を教えに来ました 
葉一：Do you like sports? スポーツは好きですか ? 
ＡＪ：Ah, I do like sports, yeah. 　スポーツ、好きですよ 
葉一：What sports do you play? Do you do? 何のスポーツをされますか ? 
ＡＪ：Um... In high school I played football. ええと、高校ではフットボールをやってました 
　　　How old are you? お年はいくつですか 
ＡＪ：I'm 34. 34 歳です 　How old are you? あなたは何歳ですか ? 
葉一：15 years old. 15 歳です 
ＡＪ：15!? Really? ほんと ? 
葉一：Yeah. Uh... oh. Looks old? はい、ええと、老けて見えます ? 
ＡＪ：A little older, yeah. ちょっとだけ、はい 
葉一：Ah, yeah, yeah, yeah. 15 years old.　あは、はい、はい、15 歳なんです 
ＡＪ：What would you like to do for a job, when you grow up? 　大人になったら、どんな仕事をしたいですか ? 
葉一：I want to be a teacher.　教師になりたいです。
ＡＪ：Oh! Like me!? オー、私のように ?、 
Oh. Great! Why? それはすばらしい。どうしてですか ? 
葉一：Um, I like mathematics. ええと、数学が好きなんです 
ＡＪ：Math! 数学 ! 
葉一：Yeah. I want to be a math teacher. 
はい、数学の先生になりたいです 
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ＡＪ：Are you good at math? 数学が得意なんですね ? 
葉一：Yeah. はい 
Thank you so much. どうもありがとうございました 
ＡＪ：Oh! Do you have to go somewhere? あれ、どこか行かなくてはいけないんですか ? 
葉一：Umm, I'm basketball あっと、わたしはバスケットボールです 
ＡＪ：You are a basketball? あなた、バスケットボールなんですか !? 
葉一：I'm not a basketball! わたしはバスケットボールではありません 
Tam... umm... in basketball team. わたしは、ええと、バスケットボールのチームに入っています 
ＡＪ：Oh, okay, okay. Yeah basketball team. ああ、そう、そうか、バスケットチームですね 
葉一：Thank you so much. どうもありがとうございました 
ＡＪ：Yes. Thank you. いいえ、ありがとう 
Enjoy your basketball. バスケットボール、しっかりね ! 

《ワンポイントアドバイス》
Knock, knock joke の紹介

Knock, knock （ノック音）
Ahh.. Who is there? 　ああ、どなたですか？
Canoe　カヌー
Canoe　who? カヌーって、誰？
Canoe help me with my homework?  宿題を手伝ってもらえますか ? 
Canoe は　Can you のこと
Can you help me with my homework?  宿題を手伝ってもらえますか ? 

Knock, knock （ノック音）
Who is there? 　ああ、どなたですか？
B00 ブーです !
Boo who? 　ブーって、誰？
You don't have to cry! 泣かなくていいよ！
※Boo hoo は、泣く音です。
そう！だから Boo hoo（who) を言わせました。 

☆●実践
葉一：Knock, knock ノック、ノック 
ＡＪ：Who's there? 誰ですか ? 
葉一：Canoe. カヌー 
ＡＪ：Canoe, who? カヌー、誰だ ? 
葉一：Canoe help me, with my homework? 宿題を手伝ってもらえますか ? 
ＡＪ：Ohhhhhh! Hahahahaha! ああ、はあはははは ! 
     That's a good one! これはいい ! 
     Yeah, very funny! ええ、とてもおもしろい。
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