Level B1 General English

Lesson 30

Describing Things Using Advanced Adjectives
事物を形容詞で描写する

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

What a bizarre looking ornament!
なんてヘンテコな飾り！	

2 SITUATION
状況	
Chiyako and Suzie are talking about some photos.
千矢子とスージーが写真を見ながら話しています。	

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。 	

Suzie

: And this is at the restaurant where we went almost
every day for lunch.

Chiyako: You look so happy in all the photos, especially with
the food!
Suzie

: Uh huh. I’m very glad we went! There was a lot to do
and see…and eat!

Chiyako: Hey! I love this one! Wow! What a bizarre looking
ornament!
Suzie

: I know! That’s my favorite! I found it near the hotel
we stayed at. Yeah, it does look rather quirky.

Chiyako: What is it supposed to be? Looks like some kind of a…
bird.
Suzie

スージー：
そしてこれが毎日ランチを食べに行った
レストランよ。
千矢子：
スージー、どの写真もとても幸せそう！
特に食べ物と一緒のがね。
スージー：
ええ。行って本当に良かったわ！するこ
とも見ることもたくさんあったし･･･食べる
ものもね！
千矢子：
ちょっと！これすごくいい写真！まぁ！な
んてヘンテコな飾りなの！
スージー：
でしょ！私のお気に入りの一枚よ。泊ま
ったホテルの近くで見つけたのよ。ねぇ、
ほんと奇妙よね。
千矢子：
一体何なのかしら？なにか鳥のようにも
見えるけれど。
スージー：
お守りだって聞いたわ。

: I was told that it’s a good luck charm.

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。 	

especially
bizarre

特に
奇妙な

quirky

一風変わった
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

What a bizarre looking ornament!
なんてヘンテコな飾り！	

Describing Objects – Advanced Adjectives
形容詞を使って事物を描写する	

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。 	

A horrendous cost is required to build the new city
hall!

新しいシティホールの建設には、法外な
お金がかかります！	

The reaction from the audience last night was so
tepid.

昨晩の観客の反応はまったく気のない
ものでした。	

I can’t get a straight answer from him. He’s being
very evasive.

彼から率直な回答は得られません。
本当にはっきりしないのです。	

Organizing all these files is so tedious.

これら全てのファイルをまとめるのは、
本当にうんざりします。	

This table has been here for more than thirty years?
It’s as sturdy as ever.

このテーブルは、３０年以上ここにあった
んですって？変わらずに頑丈ですね。	

6 ACTIVITY
練習	
Activity1: What are synonyms for the following adjectives?
練習1： 次の形容詞の類義語はどれですか。	

1. boorish 2. hilarious 3. evasive 4. obsolete
5. succinct 6. listless

7. tedious

8. stirring

Hints
ヒント	
Advanced adjectives allow
you to be very specific in
your meaning and greatly
enhance your vocabulary.

a. boring

b. outdated

c. lacking energy

d. moving

e. ambiguous f. very funny

“I feel so listless today.”

g. compact

h. impolite

“That film was hilarious.”
“His speech was very succinct.”

Activity 2: Have you experienced anything you could express
using the words above? Share your stories with
your tutor.
練習2： 上にある形容詞を使って表現できるような何かを経験したことはありますか？ 	
先生に話してみましょう。	
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