Level B1 General English

Describing An Object
目的を述べる

Lesson 37

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

It is a tool made of metal
that is used to unlock doors.
この金属で作られた道具はドアをこじ開けるためのものです。

2 SITUATION
状況
Cindy is taｌking with a handy man, Ken.
シンディーは便利屋のケンと話しています。

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。

Cindy: I can not believe I locked myself out! I just
moved into this place and have not made a
spare key!
Ken : Not a problem, I can let you get back in the
unit soon!
Cindy: Oh thanks… show me what magic tool you’ve
got!

Ken : This one! It is a tool made of metal that is used
to unlock doors.
Cindy: Great, thanks for your help Ken.

シンディー：
信じられないけど自分で自分のことを
締め出しちゃったの！ここに引っ越し
たばかりでまだ合鍵を作ってないし。
ケン：
大丈夫ですよ、すぐに入れるようにし
ますから。
シンディー：
ありがとう。あなたの持っている魔法
の道具を見せて！
ケン：
これだよ。この鉄の道具はドアをこじ
開ける道具さ。
シンディー：
すごい。助けてくれてありがとうケン。

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。

believe 信じる
move into 入る
not a problem 問題ないよ
let you ~ あなたを～してあげる

magic 魔法
tool 道具
made of ~

～から作られた
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

It is a tool made of metal
that is used to unlock doors.
この金属で作られた道具はドアをこじ開けるためのものです。

Describe Things You Can Find Inside A House
家の中にあるものについて話す

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。

It’s mostly made of plastic or wood used to comb people’s hair.

これは通常プラスティックか木で作られて
て髪をすくためのものです。

It’s a piece of furniture for one person to sit,
which has a back, a seat, and four legs.

これはひとりの人が座るための家具で背
もたれと座るとこと4本の足がついている。

A tool used for picking up and eating food.

この道具は食べ物をつまみ取って食べ
るための道具です。

A piece of cloth used to dry your skin or things such as dishes.

この布はあなたの肌やお皿のよう
なものを乾かすためのものです。

It is something that you wear to cover your feet,
made of leather or some other strong material.

これはあなたの足を覆うもので革
や別の強い素材で作られてます。

A piece of glass used to check your appearance.

このガラスはあなたの姿を確認するため
に使います。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity 1: Explain the things below.
練習1： 下記の物について説明しましょう。

used on the table
テーブルの上に使われる

1. Describe furoshiki

drawing /painting

2. Describe suihanki

絵を書く
display 表示

3. Describe shamoji

to avoid~ ～を避けるために
for decoration 装飾として

Activity 2: Guess what objects your tutor is describing.
練習2： 先生が何を言い表しているのか、当ててみましょう。
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