Level B1 General English

Lesson 38

Passive Voice On A Sight-Seeing Tour
観光で使う受動態の表現

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

This church was built in 1892
by Father Middleton.
こちらの教会はミドルトン牧師により1892年に建立されました。

2 SITUATION
状況
Henry is talking with his friend Zoe.
ヘンリーと友人のゾイとの会話。

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。

Zoe

: The interior layout of this church is just
amazing! It is one of the most unique churches
I have ever seen in terms of the architecture.

Henry: Indeed…This church was built in 1892 by
Father Middleton. It’s been attracting many
tourists from around the world over the decades
and it was chosen to be “the most sacred place”
by the locals in 2010.
Zoe

: Wonderful. I am happy just standing here and
enjoying the beauty of it.

Henry: I am glad I could show you around then..

ゾイ：
この教会の内装の設計は素晴らし
い。今までに見た建築の中で最も
独特なものの一つです。
ヘンリー：
確かに、、この教会は1892年ミドル
トン牧師により建立されたんだ。 1
何十年にもわたり世界中の人々を
魅了し2010年には地元の人に最も
神聖な場所として選ばれてるよ。
ゾイ：
素晴らしい！！ただここに立って崇
高な気持ちを得るだけで幸せだよ。

ヘンリー：
君にここを見せられてよかったよ！

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。

interior インテリア、内装
In terms of ～の見地から
indeed 確かに
sacred 神聖な

layout 設計、レイアウト
architecture 建築
decade 10年間
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

This church was built in 1892
by Father Middleton.
こちらの教会はミドルトン牧師により1892年に建立されました。

Introduce Famous Places/ Buildings to Your Friends
有名な場所や建物を友人に紹介する。

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。

The Sydney Opera House was largely build by Danish
Architect Jorn Utzon in 1973.

シドニー·オペラハウスは、主に1973
年にデンマークの建築家ジョーンウ
ッツォンによって建築されました

Kinkakuji was built in 1393 as a retirement villa for Shogun
Yoshimitsu Ashikaga

金閣寺は足利義満の隠居後の邸
宅として1393年に建設された

The London Olympic games were held in August 2012.

ロンドンオリンピックは2012年8月に
開催された。

New York City has been chosen as the most exciting
place in the world and about 51.9 million visited there
last year.

ニューヨークは世界で最もエキサイ
ティングな街としてしられ昨年5190
万人の人々が訪れました。

Mazda Motor Corporation was founded by Jujiro
Matsuda in Hiroshima.

マツダ自動車工業は広島で松田十次
郎により設立されました。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity: Tell your tutor about famous buildings/places in Japan.
練習： あなたの街にある有名な建物/場所について、先生に紹介しましょう。

1. When was it build?

2. What is the building/place famous for?

constructed 構築、建築された
opened 開かれた
department store デパート
designed デザインされた
Olympic games オリンピック
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