
SITUATION  
Ken is asking Mike about his new girl friend. 
ケンはマイクに新しい彼女について尋ねています。	

Ken  : You have a new girlfriend, right? 
　 Where did you meet each other?  
　 What’s she like?	

 
Mike : Well, we first met each other at her workplace. 	
　　　　  She is a sales clerk in a department store. 
      　   I fell in love with her at first sight. 
 
Ken  : Wow, I’m sure she is very beautiful! 
 
Mike : She is a little chubby but is a sweet-looking  
           girl. She is always smiling. Oh, and she cooks  
           very well, too. Her stew is really delicious!  
           Besides, she is a… 
 
Ken  : OK, OK. I’ve heard enough. 

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。 	

ケン： 
新しい彼女ができたんだって？ 
どこで知り合ったの？ 
彼女はどんな子なの？ 
 
 
マイク： 
あぁ、彼女の職場で出会ったんだ。 
彼女はデパートの店員でね。 
僕は彼女に一目ぼれしたんだ。 
 
 
ケン： 
おや、きっと彼女はとってもきれいなんだ 
ろうね！ 
 
マイク： 
彼女は少しぽっちゃりしてるけど、とても 
可愛らしい子だよ。彼女はいつも笑顔で 
ね。あ、彼女は料理も上手だよ。 
彼女のシチューは本当に最高なんだよ！ 
それから、彼女は… 
 
	
ケン： 
わかったわかった、もう十分だよ。	
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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。 	

She is a little chubby. 
彼女は少しぽっちゃりしています。	

1 

2 

3 
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fall in love with ～　　～に恋する 
at first sight       　 　  一目で 
sweet-looking             可愛らしい　 

chubby 　　   ぽっちゃりした 
besides          その上 
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LANGUAGE FOCUS  

Using Adverbs to Describe Appearance and Personality 
人の見た目や性格の特徴を表す副詞	

She is a bit chubby. 

He is quite muscular. 

My grandfather is rather stubborn. 

He is somewhat generous. 

My son is very curious. 

・とても、かなり	

・いくぶん、やや	

・少し、わずかに、ちょっと	

副詞	

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 63 
Level A2 General English 

彼はかなり筋肉質です。	

彼女はちょっとぽっちゃりしています。	

私の祖父はいくらか頑固です。	

うちの息子はとても好奇心旺盛だ。	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1:Describe the people below. 
練習1：  以下の人物を描写しましょう。 	

Activity 2: Describe your ideal partner. (appearance and personality) 
練習2：　あなたの理想のパートナーについて言い表してみましょう。（見た目と性格）	
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6 

1.	 2.	 3.	 4.	

•  very, quite	

•  rather, somewhat	

•  slightly, a bit, a little	

Adverbs:	

She is a little chubby. 
彼女は少しぽっちゃりしています。	

彼は寛大なところがある。	
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