Level A2 General English

Using Adverbs To Describe Actions
様態を表す副詞

Lesson 38

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Can you run quickly to the store?
お店まで走って急いで行ってくれますか。

2 SITUATION
状況
Jenny is preparing dinner.
ジェニーは夕飯を用意しています。

3 DIALOGUE
ダイアログ
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。
ジェニー：
Jenny : Oh, no! We’ve run out of milk.
あらやだ！牛乳がない！
David, can you run quickly to the store? ディビッド、お店まで走って急いで
行ってきてくれない？
I can’t make gratin for dinner
牛乳がないと夕飯のグラタンが作
れないわ。
without milk.

David : Which store do you mean?
The convenience store on the corner?
Jenny : No. They do sell milk, but ABC store
sells a little cheaper.
David : OK, I’ll go and buy milk there.

4

デイビッド：
どの店のこと言ってるんだい？
角のコンビニかい？
ジェニー：
いいえ。あそこでも牛乳売ってるけ
ど、ABCストアの方が少し安く売っ
てるの。
デイビッド：
わかった、そこに行って牛乳買っ
てくるよ。

VOCABULARY
語い

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

run out of～
gratin

～を切らす
グラタン

quickly
without～

急いで
～がなければ・～なしでは
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Can you run quickly to the store?
お店まで走って急いで行ってくれますか。

Adverbs to Describe Actions
様態を表す副詞

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

ADVERBS THAT END IN ‘-LY’

‘-ly’で終わる副詞

Can you run quickly to the store?

お店まですばやく走って行ってくれますか。

She’s singing loudly in the bath.

彼女はお風呂で大きな声で歌っている。

He went out of the room angrily.

彼は怒って部屋を出て行った。

ADVERBS THAT DON’T END IN ‘-LY’

‘-ly’で終わらない副詞

As soon as he saw me, he ran fast into the
house.

彼は私を見るとすぐに、家の中にすばや
く走って入っていった。

Students must study hard.

学生は懸命に勉強しなければならない。

Walk straight ahead, and you’ll see the building.

まっすぐ進んでください。そうしたらその
建物が見えますよ。

6 ACTIVITY
練習

Activity 1: Change the adjectives into
adverbs and then make a sentence.

Activity 2: Answer the questions.
練習2： 質問に答えましょう。

練習１： 形容詞を副詞に変えましょう、そして文を
作ってみましょう。

bad careful slow
loud angry
fast quiet easy
quick lazy

•How fast do you eat?
•Do you think bus drivers and taxi
drivers in your city drive well or badly?
•Do you sing well?
•Have you ever met someone who eats
very slowly?
•Do you work hard at studying?
•What is something you do quickly?
•What is something you can do easily?
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