Level A2 General English

Lesson 100

Talking About The Best Memory Of The Trip
旅行で最も印象に残ったことを伝える

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

The best part was seeing
the sun.
太陽が昇る瞬間を見られたのが最高でした。

2 SITUATION
状況
Ken and David are talking about pictures.
ケンとデビッドが写真について話しています。

3 ダイアログ
DIALOGUE
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。
ケン：

Ken : Would you like to see the pictures of my trip, David? デビッド、この間行った旅行の写真
見る？

David: Sure, let me see. Wow! This picture turned out
really well.
Ken : Yeah. I like it very much, too. This is the best
picture I’ve ever taken.
David: How did you enjoy your trip?

デビッド：
いいね、見せて。
わ～、この写真すごく綺麗に撮れて
いるね。
ケン：
うん、自分でも気にいっているんだ。
今までで一番うまく撮れた写真だと
思うよ。
デビッド：
旅行はどうだったの？

Ken : Oh, it was just great and the best part was seeing
the sun. I’ll never forget such a beautiful moment.

ケン：
すごく良かったよ。太陽が昇るのを
見られたのが最高だったね。 あれ
ほど綺麗な瞬間は忘れられないな。

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。

would you like to~ ～しますか？
turn out ～になる
sure もちろん

I’ve ever~ 今まで～した中で
let me see 見せてください
such a そのような
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

The best part was seeing
the sun.
太陽が昇る瞬間を見られたのが最高でした。

Talking About Memories of Your Trip
旅行の思い出について話す

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。

How many countries have you ever
visited?
Where is the best place you’ve ever
been?
Victoria is the most beautiful city I’ve
ever been to.
I’ll never forget my time in Barcelona.
I recommend Spain.

今まで行った国は何カ国ですか？

どこが一番良かったですか？

ビクトリアは、今まで行った中で一番綺麗な町
でした。
バルセロナで過ごした時間は絶対に忘れられ
ません。
スペインがお勧めです。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1 :Put the following words in order.
練習1 ： 下記の単語を正しい文章に並べましょう。

1. is, interesting, the, ever, This, most, English book, read, I’ve,
2. the, expensive, I’ve, bought, is, car, ever, This, most
3. best, the, teacher, ever, David, is, had, I’ve,
Activity 2 :Talk about the best memories of your trip, things you have done, people
you have met and other details.
練習2： 最も印象に残ったことについて話しましょう。（旅行、人生の出来事、出会った人達、そのほか）

(
(
(
(

) is the most (
) /est I’ve ever visited .
) is the most (
)/est person I’ve ever met.
) is the most (
)/est movie/book/ I’ve ever (
) is the (
)(
) I’ve ever (
)

)

Hints
ヒント

The most beautiful city.
He is the youngest boy.

最も美しい町。

彼が一番若い。
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