Level A2 General English

Lesson 74

Talking About People Or Objects
Using Relative Pronouns (Possessive)
関係代名詞（所有格）を使って人/物について話す	

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I saw a woman whose dog had green fur.
私は緑色の毛をした犬を連れた女性を見かけました。	

2 SITUATION
状況	
John shows up at a meeting place a little bit excited.
ジョンが待合せ場所に少し興奮した様子で現れます。

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。 	

John : You won’t believe this. I saw a woman whose
dog had green fur!
Mike : Are you sure it was a dog? There can’t be a
dog with green fur!
John : At first, I thought the woman was dragging a
green bag, but when I took a closer look, I
saw it was a dog.
Mike : Well, she must have colored the dog’s fur
green.
John : I think so, too.

ジョン：
信じないだろうけど。僕は緑の毛を
した犬を連れた女性を見かけたん
だ！	
	
マイク：
本当にそれ犬だった？緑の毛の犬
なんかいるわけないだろ。	
	
ジョン：
最初その女性は緑色の鞄を引き
ずってるのかと思ったんだ。	
でもよく見てみたら犬だったんだよ。	
	
マイク：
ふーん。もしそうだとしたら、きっとそ
の女性が犬の毛を緑に染めたんだ
ろうね。	
	
ジョン：
僕もそう思うよ。	

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。 	

fur
drag

毛
引きずる

at first
color

最初は
～を染める	
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I saw a woman whose dog had green fur.
私は緑色の毛をした犬を連れた女性を見かけました。	
Relative Pronouns (Possessive)
関係代名詞（所有格）	

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。 	

I saw a woman whose dog had green fur.

私は緑色の毛をした犬を連れた女性を見かけた。

A man, whose name is Watson, is on the
phone.

名前がワトソンとかいう人が電話をかけてきてい
ます。

Look at the mountain whose top is covered
with snow.

頂上が雪で覆われた山を見てください。

Mr. Brown, whose daughter lives in Paris,
is going to visit the Eiffel Tower with her.

ブラウンさんは、娘さんがパリに住んでいるのです
が、近々彼女とエッフェル塔に行く予定です。

Mont Blanc, whose sides are very steep,
attracts many mountaineers.

モンブランは、傾斜がとても急なのですが、多くの
登山家を魅了しています。	

6 ACTIVITY
練習	

Activity : Combine the two sentences in one sentence, using the relative pronoun ‘whose’.
練習： 所有格の関係代名詞whoseを使って、２つの文をひとつにしましょう。	

1. Can you see the woman over there? Her hair is very long.
→
2. Do you know James? His mother is a famous painter.
→
3. My favorite actress is Meryl Streep. Her performances are
highly acclaimed.

Hints
ヒント	
painter
画家
performance 演技
highly
高く
acclaim 評価する
fuel efficiency 燃費

→
4. My uncle gave me his car. Its fuel efficiency is not good.
→
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