Level A2 General English

Expressing Quantity
数量を表す

Lesson 68

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

We spent a lot of money shopping in Italy.
イタリアで買い物にたくさんお金を使いました。

2 SITUATION
状況
Ken is asking Jane how her summer vacation was.
ケンがジェーンに夏休みはどうだったか尋ねます。

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。

Ken

: How was your summer vacation, Jane?

Jane : It was awesome! I love Rome!
There are so many good restaurants,
brand stores and other things to see.
We spent a lot of money shopping
in Italy.
Ken

: Glad to hear you enjoyed it. Did you buy
me a souvenir?

Jane : I did but the airline lost my suitcase!

ケン：
夏休みはどうだった？ジェーン。

ジェーン：
すばらしかった！ローマ大好き！
いいレストランがたくさんあるし、ブラ
ンドのお店やほかにも見所があるわ。
イタリアでたくさんお金を使っちゃった。

ケン：
楽しんだと聞いてうれしいよ。
僕におみやげ買ってくれた？

ジェーン：
買ったんだけど、航空会社が私のス
ーツケースを失くしちゃったのよ！

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。

awesome すばらしい
brand ブランド
spent 使った（spendの過去形）

Rome
souvenir
airline

ローマ
おみやげ
エアライン・航空会社
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

We spent a lot of money shopping in Italy.
イタリアで買い物にたくさんお金を使いました。
To Express the Quantity of Something
数量を表す

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。
数えられる名詞

COUNTABLE
many -There are many children in the park.
a few- A few passengers were on board
the ship.

この地域にはたくさんの子供たちがいる。
その船にはわずかな乗客が乗っていた。
数えられない名詞

UNCOUNTABLE
a little- He knows a little Latin.

彼はラテン語を少し知っている。

much- There is much snow on the ground.

地面に雪がたくさん積もっている。
両方に

BOTH
a lot- I have a lot of CDs at home.
lots- Lots of homes were flooded yesterday.
some- I have some friends in England.

私は家にたくさんのCDを持っている。
たくさんの家が昨日水浸しになった。
私はイギリスに友人が何人かいます。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Fill in the blanks below.
練習１： 空欄を埋めてみましょう。

1. There’s

milk left. I have to go and get some.

2. Although she has
3. The question was too easy.
4. In winter, we have
5.

faults, I love her very much.
students could solve it.
snow in Hokkaido.

of people waited outside for the new store in Ginza to open.

Activity 2: Now make your own sentences about Japan.
練習2： 数量を表す言葉を用いていくつかの文を作ってみましょう。
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