
SITUATION  
Mika is at Kate’s home eating dinner. 
ミカはケイトの家で夕食を食べています。	

Mika : Wow, did you make all this food? 
 
Kate : Yes, I did. Please help yourself to as much  
           food as you like. 
 
Mika : I’ll have a piece of this pie. 
           Mmm…It tastes wonderful. 
 
Kate : Thanks. It’s Shepherd’s pie. 
           A traditional dish in England. 
 
Mika : Could you tell me how to cook it? 
 
Kate : Of course, sure. 

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。 	

ミカ： 
わぁ、これあなたが全部作ったの？ 
 
ケイト： 
ええ、そうよ。 
どうぞ好きなだけ食べてちょうだい。 
 
 
ミカ：	
このパイをいただくわ。 
ん～、ものすごくおいしい。 
 
ケイト： 
ありがとう。それはシェパーズパイ。 
イギリスの伝統料理なの。 
 
ミカ： 
作り方を教えてくれるかしら？ 
 
ケイト： 
もちろんいいわよ。 
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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。 	

It tastes wonderful. 
すばらしくおいしいです。	
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help oneself to～　　～を自由にとる　　　　as much as you like  好きなだけ 
Shepherd’s pie        シェパーズパイ　　　　 traditional  伝統的な 
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LANGUAGE FOCUS  

Using Sense Verbs to Describe Things 
感覚を表す動詞を用いてものごとを言い表す	

SENSE　VERB ＋ ADJECTIVE 

It tastes wonderful. 

These roses smell sweet. 

Your plan sounds nice. 

I don’t feel well today. 

That cake looks delicious. 

ものすごくおいしいです。 

このバラは甘い香りがします。 

あなたの計画はよさそうですね。 

今日は気分がすぐれない。	

あのケーキはおいしそうに見える	

感覚を表す動詞　＋　形容詞	

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 66 
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It tastes wonderful.z 

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Choose the correct answer. 
練習１： 正しい表現を選びましょう。 	
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1.  I don’t like beer. It [ tastes / tastes like ] bitter. 

2.  This perfume [ smells / smells like / is smelling / is smelling 
like ] terrible. 

3.  Fireworks [ look / look like / look at ] beautiful. 

4.  I can [ smell like / smell ] gas in the kitchen. 

5.  He doesn’t [ sound happy / sound like happy / sound like 
happiness ]. 

Activity 2: Describe something using the sense verbs and your tutor will guess what it is.  
練習2： 感覚を表す動詞を使って何かを言い表してみましょう。先生はそれが何だか当ててみます。	

すばらしくおいしいです。	

Hints 
ヒント	

beer 　　　  ビール 
perfume　 香水	

terrible　   ひどい	

fireworks  花火	
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