
SITUATION

DIALOGUE 

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。

グレイ：
すみません。マーティンさんを
探しています。彼女はどちらで
すか？

女性：
マーティンさんはあちらです。彼
女は紺色のパンツスーツを着て
ピンクのスカーフをしています。

グレイ：
わかりました。ありがとうござい
ます。
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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。

彼女は紺色のパンツスーツを着てピンクのスカーフをしています。

1

2

3

4

She is wearing a navy pant 

suit and a pink scarf.

look for 探す

over there あちら

wear 着る

navy 紺色

scarf スカーフ

Mr. Gray is looking for Ms. Martin.

グレイさんはマーティンさんを探しています。

Using Adjective Rules to Describe Something

形容詞の並べ方のルール

Mr. Gray: Excuse me. I’m looking for 

Ms. Martin. Where is she?

Woman  : Ms. Martin is over there. 

She is wearing a navy pant 

suit and a pink scarf.

Mr. Grey: I got it. Thank you!

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 



LANGUAGE FOCUS 
今日のポイント

Lesson 24 
5

Level A1 Business English

Hints
ヒント

ACTIVITY
練習

6

Using Adjective Rules to Describe Something

形容詞の並べ方のルール

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。

Adjective Order
形容詞の順番

彼女は黒い革のスカートと黄色のカーデガ
ンを着ています。

She is wearing a black leather skirt 

and a yellow cardigan.

Opinion Color Material

blacknice leather

Opinion Size Age

unusual large

Origin

new Japanese

Activity1 :

Describe the following people and things. You can use the words in the box if you’d like to. 
練習1： 下記の人や物を描写しましょう。ボックスの単語を使っても構いません。

1.Your boss

2.Your office

3.The place you work

4.One of your coworkers

5.The place you visited last time

beautiful        Danish         classic     clean        unusual        new 

American      exciting        Italian       dirty          calm             polite

busy              large            small        tiny           Japanese     old

modern         Thai             friendly     crowded   huge             unique

lovely            traditional     quiet        cosmopolitan

unusual まれな

dirty 汚い

calm 静かな

polite 礼儀正しい

tiny とても小さい

huge 巨大な

traditional 伝統的な

quiet 静かな

cosmopolitan 国際的な

彼女は紺色のパンツスーツとピンク色のスカーフを着ています。

She is wearing a navy pant 

suit and a pink scarf.

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 


