Level A2 General English

Describing Feelings And Situations
Using Adjectival Participles
形容詞的分詞を用いて感情/状況を表す

Lesson 47

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Going on a roller coaster is exciting.
ジェットコースターに乗るのは面白いです。

2 SITUATION
状況
May and Bill are now enjoying their date at an amusement park.
メイとビルは遊園地でデートを楽しんでいます。

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。

May : Let’s ride a roller coaster next!

メイ：
次はジェットコースターに乗りましょう！

Bill : Ah...well…how about the merry-go-round
instead of a roller coaster?

ビル：
えっ…その…ジェットコースターじゃなくてメ
リーゴーランドはどう？

May : No way. I wanna ride a roller coaster. What’s
wrong? You look pale.
Bill : Um, actually, I’m not good with roller coasters.
May :What!? Going on a roller coaster is exciting!
Bill : For me, it is fear itself.

メイ：
嫌よ。私はジェットコースターに乗りたいの。
どうしたの？顔色悪いわよ。
ビル：
えっと、実は、僕はジェットコースターが苦手
なんだ。
メイ：
何ですって!?ジェットコースターに乗るのは面
白いわよ！
ビル：
僕にとっては恐怖そのものだよ。

May : You are such a coward!

メイ：
意気地なし！

4 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。

roller coaster
wanna
fear

ジェットコースター
=want to
恐怖

instead of～ ～ではなく・～の代わりに
be good with～ ～が得意だ
coward
臆病者・意気地なし
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Going on roller coasters is exciting.
ジェットコースターに乗るのは面白いです。

Adjectival Participle
形容詞的分詞

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。

PRESENT PARTICIPLE (-ing form)

現在分詞

Going on roller coasters is exciting.

ジェットコースターに乗るのは面白い。

His success was surprising.

彼の成功は驚きだった。

Studying history is interesting.

歴史を学ぶことは興味深い。

Who’s making that annoying noise?

あの耳障りな騒音を出しているのは誰だ？

PAST PARTICIPLE (-ed form)

過去分詞

The excited audience were like hooligans.

興奮した観客はフーリガンのようだった。

He was surprised to know the fact.

彼は事実を知って驚いた。

I’m interested in studying Korean.

私は韓国語学習に興味があります。

She was annoyed about something.

彼女は何かにイライラしていた。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1:Choose the correct words and complete the sentences.
練習１：正しい答えを選び文を完成させましょう。

1. She looked (
)with her birthday present.
a) to please
b) pleased
c) pleasing
d) pleasure
2. The news was (
)to me.
a) to surprise
b) surprise
c) surprised
d) surprising
3. I can’t believe the (
)news.
d) to shock
a) shocking
b) shocked
c) shock
4. The (
)crowd rushed onto the field at the stadium.
a) excitement
b) exciting
c)excited
d) to excite
5. My mother was (
) to know my exam score.
a) disappointment b) disappointed
c) disappointing
d) disappoint
6. I’ve never read such a (
)story.
a) moving
b) moved
c) movie
d) movement
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