
SITUATION

Ken is talking with David about what happened during his trip.

ケンはデビッドに旅行の話をしています。

David: How was your trip?

Ken   : Mostly great but the worst thing 

happened during my trip.

David: What happened?

Ken   : My plane for Narita was delayed 

due to the bad weather and I had to 

wait for ten hours.

David: Oh, that’s too bad.

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。

デビッド：
旅行はどうでした？

ケン：
大方は良かったのですが、一つ最悪
なことが起きました。

デビッド：
何があったのですか？

ケン：
成田行きの飛行機が悪天候で遅れ
て、１０時間も待たなければなりませ
んでした。

デビット：
わぁ、それは大変でしたね。
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mostly 大部分は、ほとんどは

the worst 最悪

during ～の間

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。

The worst thing happened 

during my trip.
旅行中、最悪なことが起こりました。

delay 遅れる

due to ～が原因で

wait for ～を待つ
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LANGUAGE FOCUS 

Using Superlatives To Describe A Trip
最上級を使って、旅行の内容を表現する

よい 最もよい

悪い 最も悪い、最悪な

すばらしい 最もすばらしい

わくわくする 最もわくわくする

楽しい 最も楽しい

退屈な 最も退屈な

短い 最も短い

寒い 最も寒い

今日のポイント

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。

Lesson 100
Level A2 Business English

ACTIVITY
練習

.

5

6

good best

bad worst

great greatest

exciting most exciting

fun most fun

boring most boring

short shortest

cold coldest

Activity 1: Put the following words in order.
練習1： 下記の単語を正しい文章に並べましょう。

1. is, interesting, the, ever, This, most, English book, read, I’ve 

2. the, expensive, I’ve, bought, is, car, ever, This, most

3. best, the, teacher, ever, David, is, met, I’ve

Activity 2 : Complete the sentences below with your information.
練習2： あなた自身の経験に基づいて、下記の文章を完成させましょう。

1. (        ) is the most (        )/est city I’ve ever visited.

2. (        ) is the most (       )/est coworker I have ever had.

3. (        ) is the most (      )/est office I have ever worked in.

4. (        ) is the (            ) (           ) I’ve ever (           ).

The worst thing happened 

during my trip.
旅行中、最悪なことが起こりました。
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