
SITUATION  
Helen and Lucy are trying to find Yoko. 
ヘレンとルーシーはヨウコを探そうとしています。	

Helen: It’s so crowded! I don’t think  
            we can find Yoko. 
             
Lucy: Well, she said she is wearing  
           a black leather skirt and yellow  
           cardigan today.  
                                
Helen: Got it. Let’s try to find her. 

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。 	

ヘレン： 
すっごく混んでるわね。	
ヨウコを見つけるなんてできない
と思うわ。	
　　　　　	
	
ルーシー： 
えっと、彼女、今日は黒革のスカ
ートに黄色のカーディガンを着て
いると言っていたわ。　	
	
	
	
	
ヘレン： 
了解。探してみよう。　　　　　　　　　	
	

Lesson 25 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

crowded　混雑した	

find　       見つける	

wear　       着る	

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。 	

She is wearing a black leather 
skirt and yellow cardigan. 
彼女は黒い革のスカートと黄色のカーディガンを着ています。	

1 

2 

3 

4 
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leather　   革　	

cardigan　カーディガン	
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LANGUAGE FOCUS 	
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 25 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

unusual　まれな	

dirty　     汚い	

calm　    静かな	

5 

Activity: Describe the following cities. You can use the words in the box if you’d like to.  
練習：　下記の都市を描写しましょう。四角の中の単語を使っても構いません。	

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ィガン
を着ています。	

練習	
6 ACTIVITY 

She is wearing a black leather skirt 
and yellow cardigan. 

polite　礼儀正しい	

tiny　   とても小さい	

huge　 巨大な	

1. Tokyo 
2. New York 
3. Rome 

She is wearing a black leather 
skirt and yellow cardigan. 
彼女は黒い革のスカートと黄色のカーディガンを着ています。	

Opinion Color Material 
black nice leather 

Opinion Size Age 
unusual large 

Origin 
new Japanese 

4. Bangkok 
5. Copenhagen 

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 

traditional　     伝統的な	

quiet　             静かな	

cosmopolitan　国際的な	
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