Level B1 General English

Lesson 15

Describing An Experience With Adjectives
形容詞を使って経験を表現する

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I had a fantastic time in Fiji.
フィジーで素敵な時を過ごしました。	

2 SITUATION
状況	
Michael and Rie are talking about her vacation.
マイケルとリエは休暇について話しています。	

DIALOGUE
3 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。 	

Michael : How was your summer vacation, Rie ?
Rie

: I had a fantastic time in Fiji. Fiji was a
British colony until 1970 and people there
speak English so that helped me a lot.

Michael : How nice! How’s the weather and local
food?
Rie

: The weather was wonderful and Fijian
food was so delicious.

Michael : I would love to go there on my next
vacation.
Rie

: I have a tip for you. There are lots of
couples, so you should go with your
partner.

マイケル：	
リエ、夏休みはどうだった？	
	
リエ：	
フィジーでとても素敵な時を過ごしたわ。	
フィジーは1970年までイギリスの植民地	
だったから、皆英語が話せてとても助か	
ったわ。	
	
マイケル：	
よかったね！天気とか、地元の料理とか
はどうだった？	
	
リエ：	
天気は最高だし、フィジー料理もすごくお	
いしかったわ。	
	
マイケル：	
僕も次の休暇に行きたいな！	
	
	
リエ：	
ひとつアドバイスしておくわね。カップル	
ばかりだから、パートナーと行くべきよ。	

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。 	

colony
helps a lot

植民地統治下

tip

ヒント	

非常に助かる	
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I had a fantastic time in Fiji.
フィジーで素敵な時を過ごしました。	

Describing an Experience with Adjectives
形容詞を使って経験を表現する	
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。 	

Asking About An Experience

経験を尋ねる

How was your trip to Ise Shrine?

伊勢神宮への旅行はどうだった？	

What was America like?	

アメリカはどんな風だった？	

Did you enjoy the party?	

パーティを楽しんだ？	

Describing The Experience

経験を表現する

It was amazing! Did you know it is the
most sacred shrine in Japan?	
It was fabulous. Everybody was so
friendly. 	
The food was tasty but it was a bit boring.	

素晴らしかったよ。それは日本で最も神聖な神社だ
って知っていたかい？	
素敵でした。みんなとても親切でした。	

食べ物はおいしかったけど、ちょっと退屈だったよ。	

6 ACTIVITY
練習	
Activity: Describe the experiences below.
練習： 下記の経験について、表現してみましょう。	

1. Describe your best experience.
2. Describe your worst experience.
3. Describe the first time you traveled somewhere.

Hints
ヒント	

Other Adjectives その他の形容詞

adventurous
breathtaking
charming
enchanting

冒険的な、大胆な
息をのむような（すばらしい）
魅力的な、かわいらしい
魅惑的な

magnificent
delightful
depressing
filthy

壮大な、雄大な
楽しい、愉快な
憂鬱な、気のめいる
不潔な、汚れた	
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