
    

                                That That That That waswaswaswas    aaaa                    
                                        greatgreatgreatgreat    game,game,game,game,    
                                            wasn’t wasn’t wasn’t wasn’t it?it?it?it?    
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NotesNotesNotesNotes:_______________________________________________
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Lesson 19 Vocabulary    

(I’m) sure -  
              （私は）はっきりと分かっている 
(I’m) not sure -  
       （私は）はっきりと分からない 
a long time - 長い間 
abroad - 外国へ（で） 
(to) give a test - テストをする 

on the movie set - 映画のセットで 
(to) notice (someone) - （誰かを）気にする 
(they) have been together since then - 
             それ以来（彼らは）付き合っている 
(a) typical couple - 普通のカップル 
(a) big age difference - かなりの年の差 
(to) leave (someone) - （誰かと）別れる 
(a) wife - 妻 
can’t live without (someone) - 
    （誰かが）いないと生きていけない 

(a) Hollywood mansion - 
ハリウッドの大豪邸 

(a) movie director - 映画監督 
(to) direct (action movies) - 

（アクション映画）を監督する 

(an) art studio - アトリエ、アートスタジオ 
in (his) free time -（彼の）自由な時間に 
actually - 実は 
in addition to ~ - ～に加えて 
(they) started dating (five years ago) - 
          （彼らは５年前に）付き合い始めた 

Morocco - モロッコ 
(a) make-up artist -  

 メイクアップアーティスト 

(I) sent (the invitation cards) - 
                        （私は）（招待状）を送った 

I said I would - 私はそうすると言った  

(I) forgot -（私は）忘れた   
(to) be in charge of (the music) - 

（音楽）の担当をする 
good CDs - 良いCD 
(the) napkins - ナプキン 
(to) decorate the house - 家を飾る 
(to) do a great job - とても上手くできる   
(to) rent the karaoke equipment - 

カラオケの設備を借りる 
(to) bring (the snacks) - 
          （スナック）を持ってくる 

(the) candles - キャンドル、蝋燭 
(the) balloons - バルーン、風船 
(she's) too busy to come - 
                    （彼女は）忙しすぎて来れない  

(to) listen to relaxing music - 
くつろげる音楽を聴く 

(to) be late - 遅れる 
(I’d) rather be somewhere else -（私は） 

         どこか他の場所にいる方がいい 
(to) do badly on a test -  
     試験で失敗する、試験のできが悪い 
(Mei) hasn’t touched her food yet - 
  （Mei）はまだ食事に手をつけていない 
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(Introduce the vocabulary - contextualization.)  

CD4 

Tr.9 

CD4 

Tr.10 

CD4 

Tr.11 

CD4 

Tr.12 



1. 

 I’m 
sure! 

 I’m not 
sure... 

Intonation:  
 

1．先生が読む下の1－12のフレーズを聞きましょう。“Listen and repeat” で正しい 

     イントネーションをまねてみましょう。ここではどんな意味なのかは気にせず 

     に、イントネーションにのみ集中します。 

2．それぞれの質問をリピートした後、先生が “Sure or not sure?”  のように質問し 

     ます。イントネーションが下がる場合には “Sure”、上がる場合は “Not sure” で 

      答えましょう。 
3．ペアになりましょう。ひとりは、下のフレーズをイントネーションを上げたり 

     下げたりしながら読み、もうひとりはそのイントネーションを聞き取って、 

     “Sure” または “Not sure” で答えましょう。役割を交代して練習しましょう。  
 

 
 
 
1. There is, isn’t there? 
2. We aren't, are we? 
3. He (does), doesn’t he? 
4. They don’t, do they? 
5. She was, wasn’t she? 
6. We weren’t, were we? 
7. They can, can’t they? 
8. She won’t, will she? 
9. He could, couldn’t he? 
10. It wouldn’t, would it? 
11. They (did), didn’t they? 
12. We haven’t been, have we? 

Lesson 19  173  │ 



 
A.  America is a big country, isn’t it? 

 

I’m sure.    （（（（はっきりとはっきりとはっきりとはっきりと分分分分かっているかっているかっているかっている）））） 

 
 

B.  It doesn’t snow in Los Angeles, does it? 

 
I’m not sure.（（（（はっきりとはっきりとはっきりとはっきりと分分分分からないからないからないからない）））） 

ペアになって、下の先生についての質問を考えましょう。先生についてはっきり

分かっていることには up / down (         ) 、分からないことには down / up  (      )
のように下線部分に矢印を付けましょう。イントネーションに注意しながら練習

し、最後に、パートナーと決めたイントネーションで実際に先生に質問してみま

しょう。 
 
About your teacher - Are you sure or not? 

 
1.  You’ve been teaching for a long time, haven’t you? 
 

2.  You like teaching English, don’t you? 
 

3.  You’ll work at this school next year, too, won’t you? 
 

4.  You like Italian food, don’t you? 
 

5.  You’ve been abroad, haven’t you? 
 

6.  You won’t give us a test today, will you? 

2a. 

 Composition 

and Interview 

４４４４人人人人グループグループグループグループになりましょうになりましょうになりましょうになりましょう。。。。“are” “like” “live” “can”のののの

それぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれを使使使使ってってってって４４４４つのつのつのつの質問質問質問質問をををを作作作作りますりますりますります。。。。質問内容質問内容質問内容質問内容にににに応応応応じたじたじたじた

イントネーションイントネーションイントネーションイントネーションをををを決決決決めめめめ、、、、グループグループグループグループのののの代表代表代表代表はははは先生先生先生先生にににに質問質問質問質問してしてしてして

みましょうみましょうみましょうみましょう。。。。他他他他のののの人人人人はははは、、、、代表者代表者代表者代表者のののの質問質問質問質問とととと先生先生先生先生のののの答答答答えをえをえをえを注意注意注意注意しししし

てててて聞聞聞聞きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。あなたのあなたのあなたのあなたのグループグループグループグループとととと同同同同じじじじ質問質問質問質問をしたをしたをしたをしたグルーグルーグルーグルー

ププププはありましたかはありましたかはありましたかはありましたか？？？？    

 

1. You are (from Osaka), aren’t you?   

2. You like (natto), don’t you? 

3. You live (with your family), don’t you? 

4. You can (swim well), can’t you? 

2b. 
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1, 2を参考に、代名詞 he, she, we, they に注意しながら、下線部分に正しい語句を

書き込みましょう。文を完成させたら、写真から推測されるイントネーションを

矢印で表してみましょう。次に、ペアになって答えを確認しましょう。 

3. 

1. Julia is really sad, isn’t she?

2. They aren’t at  
     school, are they?

3. Stacie doesn’t like  
    school, _ _ _ _ she? 

4. They love to dance,  
     d _ _’ t they? 

5. Karen was listening to something 
    relaxing, ____________ ______? 

6. They weren’t going home, 
     ________ ________? 
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d o e s    

o n     

wasn’t         she    

were       they    



7. Mary can ski really well, 
    _________ ______? 

8. We’ll be late,  
    ________ ____? 

9. Alice couldn’t go 
    out with her friends 
    yesterday, ________ 
    ______? 

10. John would rather be 
      somewhere else,  
      ____________ ____? 

11. Fabio did badly on  
      his math test,  
      ___________ ____? 12. Mei hasn’t touched her food  

       yet, ______ ______? 
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can’t        she    

won’t     we    

                    could 

  she    

wouldn’t      he    

has       she    

didn’t          he    



This looks like 
an interesting story,  

doesn’t it? 

 



 

Benny 
          A Hollywood  

    mansion with a 

swimming pool 

An art studio 

Amanda 

A movie director 

Morocco 

Benny’s money 



下のストーリーを黙読しましょう。次に、ペアになって次ページ  4b のエクササイ

ズをしてみましょう。 
 
 
 Benny is rich.  He lives in a Hollywood mansion with a 

swimming pool.  Inside the house, there’s an art studio.  Benny 

likes to paint in his free time.  It’s relaxing for him.  He’s a pretty 

good painter, actually.  In addition to a really nice house, Benny 

has a very beautiful girlfriend.  Her name is Amanda.  They 

started dating while working in Morocco.  Benny was making a 

movie there.  You see, Benny is a movie director and  Amanda 

was a make-up artist on the movie set.  They had worked         

together before, but Benny hadn’t really noticed her until they 

went to Africa.  That was five years ago and they’ve been        

together since then.  They’re very happy with each other, but 

they’re not a typical couple.  There’s a big age difference be-

tween them.  Benny is 58 years old and Amanda is only 31.  

Some people say that he’s too old for her.  Others say that she’s 

only interested in his money.  They say that if Benny weren’t 

rich, Amanda would leave him. 

4a. 
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CD4 

Tr.13 



下の3－16の文について、“sure” または “not sure” のいずれなのかをパートナー

と確認しましょう。次に、代名詞（Benny = he,  the studio etc. = it,  Amanda = 

she, Benny and Amanda = they”）に注意しながら文末を書き込んでみましょう。

矢印でイントネーションも表しましょう。 

4b. 
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d   o   e   s   n ’ t      h   e 

1.   There is an art studio in Benny’s house, isn't there?         
 

2.   The studio isn’t so big, is it?  
 

3.   Benny can paint well, can’t he?  
 

4.   He doesn’t have a lot of free time, does he?  
 

5.   He thinks painting is relaxing, __ __ __ __ __ __   __ __?  
 

6.   Benny doesn't have a wife, does he?  
 

7.   His girlfriend’s name is Amanda, isn’t it?  
 

8.   They weren’t on vacation when they started dating,  
      were they?  
 

9.   Benny was directing an action movie, wasn’t he?  
 

10. He enjoyed making that movie, __ __ __ __ __   __ __?  
 

11. They had worked together before, hadn’t they?  
 

12. They have been together for five years, haven’t they?  
 

13. They aren’t a typical couple, are they?  
 

14. If Benny weren’t rich, Amanda would leave him,  
      wouldn’t she?  
 

15. Benny couldn't live without her, could he?  
 

16. Benny and Amanda will get married someday, won’t they?  

 
 

sure 
 

not sure 
 

sure 
 

not sure 
 

sure 
 

not sure 
 

sure 
 

sure 
 
 

not sure 
 

not sure 
 

sure 
 

sure 
 

sure 
 

not sure 
 
 

not sure 
 

not sure 

     sure /             questions endings /  

   not sure                                                        intonation 

 d   i    d   n ’ t      h   e 



5a. 写真と文を組み合わせましょう。次にペアになって、上から順に文を読み、組み合

わせた写真のアルファベットを確認し合いましょう。 

C (John has already bought)  
      the cake. 

 
H (Cindy can bring)  

      the snacks. 
 

A (Mary sent)  
      the invitation cards. 

 
D (Peter is in charge of)  

      the music. 
 

G (Jim and Hiroshi are going to rent) 
      the karaoke equipment. 

 
B (Mei and June are going to buy) 

      the drinks. 
 

I (Mayumi is going to bring)  
      the candles. 

 
F (Stacie and Fabio are going to) 

      decorate the house. 
 

E (Juliet is going to bring) 
      the plates, forks,  

       cups, and napkins. 
 

J (Mami can get) 
      the balloons.  

 

 

  

You 
are invited 

to a 
birthday 
party. 

H  a  p  p  y 
B  i  r  t  h  d  a  y  ! 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

G 

H 

I 

J 

Lesson 19  181  │ 



A.  Mary sent the invitation cards, ~ 
 
(b)  ~ aren’t they? → Yeah, they are. / 
                No, they’ll probably forget. 
 
C.  John has already bought the cake, ~ 
 
(d)  ~ isn’t he? → Yeah, I’m sure he’ll bring some good CDs. / 
           No, he doesn’t have many CDs. 
 
E.  Juliet is going to bring the plates, forks, cups, and napkins, ~ 
 
(f)  ~ aren’t they? → Yeah, I’m sure they’ll do a great job. / 
      No, they can’t come to the party. 
 
G.  Jim and Hiroshi are going to rent the karaoke equipment, ~ 
 
(h)  ~ can’t she? → Yeah, she can. / 
               No, she said she couldn’t. 
 
I.   Mayumi is going to bring the candles, ~ 
 
(j)  ~ can’t she?  → Yeah, I’m sure she can. / 
             No, she’s too busy to come. 

(sure) 
 
 
 
 

(not sure) 
 
 
 
 

(sure) 
 
 
 
 

(not sure) 
 
 
 
 

(sure) 
 
 
 

 Role play 

H  a  p  p  y 
B  i  r  t  h  d  a  y  ! 

5b. 1.1.1.1.    クラスクラスクラスクラス全体全体全体全体でのでのでのでの演習演習演習演習ですですですです。。。。生徒生徒生徒生徒のみんなはこののみんなはこののみんなはこののみんなはこのページページページページをををを見見見見ましょうましょうましょうましょう。。。。先生先生先生先生がががが、、、、次次次次のののの

ページページページページのののの文文文文    B, D, F, H, J をををを読読読読みますみますみますみます。。。。先生先生先生先生はわざとはわざとはわざとはわざと間違間違間違間違えているえているえているえている可能性可能性可能性可能性がありますのがありますのがありますのがありますの

でででで、、、、注意注意注意注意してしてしてして聞聞聞聞きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。文末文末文末文末のののの緑色緑色緑色緑色のののの部分部分部分部分にはにはにはには特特特特にににに注意注意注意注意がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。先生先生先生先生のののの文法文法文法文法

はははは正正正正しいですかしいですかしいですかしいですか？？？？またまたまたまたイントネーションイントネーションイントネーションイントネーションはどうですかはどうですかはどうですかはどうですか？？？？両方正両方正両方正両方正しければしければしければしければ     “Yeah...”  でででで答答答答

ええええ、、、、    をををを付付付付けましょうけましょうけましょうけましょう。。。。もしどちらかがもしどちらかがもしどちらかがもしどちらかが間違間違間違間違えていればえていればえていればえていれば    
      
   “No...” でででで答答答答ええええ、Ｘ、Ｘ、Ｘ、Ｘをををを付付付付けましょけましょけましょけましょ

うううう。。。。    

2.2.2.2.    一通一通一通一通りりりり終終終終わったらわったらわったらわったら次次次次ページページページページをををを見見見見ましょうましょうましょうましょう。。。。先生先生先生先生がががが    A, C, E, G, I をををを読読読読みますみますみますみます。。。。1.とととと同同同同じよじよじよじよ

うにうにうにうに文末文末文末文末をををを注意注意注意注意してしてしてして聞聞聞聞きききき、、、、両方正両方正両方正両方正しければしければしければしければ  
  
 “Yeah...”  でででで答答答答ええええ、、、、    をををを付付付付けましょうけましょうけましょうけましょう。。。。もしもしもしもし

どちらかがどちらかがどちらかがどちらかが間違間違間違間違えていればえていればえていればえていれば         
  
 “No...”   でででで答答答答ええええ、Ｘ、Ｘ、Ｘ、Ｘをををを付付付付けましょうけましょうけましょうけましょう。。。。    
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(a)  ~ didn’t she? → Yeah, she sent them last week. / 
                 No, I think she forgot. 
 
 
B.  Mei and June are going to buy the drinks, ~ 
 
 
(c)  ~ hasn’t he? → Yeah, I think he has.  /  
             No, he hasn’t bought it yet. 
 
 
D.  Peter is in charge of the music, ~ 
 
 
(e)  ~ isn’t she? → Yeah, I think she is. / 
            No, I don’t think so. 
 
 
F.   Stacie and Fabio are going to decorate the house, ~ 
 
 
(g)  ~ aren’t they? → Yeah, I think so. / 
       No, I don’t think they like  
                                   singing very much. 
 
H.  Cindy can bring the snacks, ~ 
 
 
(i)  ~ isn’t she? → Yeah, she said she would. / 
                     No, I don’t think she can                                                         
                              come to the party. 
 
J.   Mami can get the balloons, ~ 
 

 

 
 

5b.  
 
 
 

(sure) 
 
 
 
 
 
 

(not sure) 
 
 
 
 
 
 

(sure) 
 
 
 
 
 
 

(not sure) 
 
 
 
 
 
 

(sure) 
 
 
 
 

You 
are invited 

to a 
birthday 
party. 

  

3.3.3.3.    最後最後最後最後にににに、、、、ペアペアペアペアになってになってになってになって同同同同じようにじようにじようにじように練習練習練習練習してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう。。。。sure  
  
 のののの場合場合場合場合はははは

イントネーションイントネーションイントネーションイントネーションはははは下下下下がりがりがりがり、、、、not    sure のののの場合場合場合場合はははは上上上上がることにがることにがることにがることに注意注意注意注意がががが必必必必

要要要要ですですですです。 。 。 。     がががが多多多多いほどいほどいほどいほど楽楽楽楽しいしいしいしいパーティパーティパーティパーティになるでしょうになるでしょうになるでしょうになるでしょう。 。 。 。     
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I hope the party  
went well.  But if it  
didn’t, there’s always  

next year, right? 

 


