
SITUATION  
Ken and Tracy are shopping at a department store. 
ケンとトレーシーはデパートで買い物をしています。	

Tracy: Are you looking for a T-shirt? 
 
Ken   : Yeah. This black one is cool.  What do  
            you think?  
 
Tracy: I think the blue one would look better  
           on you. 
 
Ken   : You think so?  Hmm… I’ll try the blue  
            one then. 

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。 	

トレーシー：	
Tシャツを探しているの？ 

　　　　	
ケン：	
そうなんだ。　このブラックのTシャツ、	
カッコいいよね。どう思う？	
	
	
トレーシー：	
ブルーのほうが似合うと思うけど。	
	
	
	
ケン：	
本当？ん～、じゃあブルーを試着し	
てみるよ。	
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今日のフレーズ	
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語い	

Level A2 General English 

look for 　探す	

better 　　　～の方がいい 

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。 	

I think the blue one would  
look better on you. 
ブルーのほうが似合うと思います。	

1 

2 

3 

4 

cool　カッコいい 
try　　　試す	

think　思う　  
then　 じゃ〜、それなら	
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Hints 
ヒント	

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。 	

5 

・This suits you better. 
・The white one looks better on you. 
・You look pretty in pink. 
・You look cool in black. 
・Purple looks good on you. 
・That hat suits you. 
・The color matches your eyes. 
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こちらの方がずっといいと思います。 

白のほうがいいと思います。 

ピンクを着ると可愛いですね。 

黒を着るとカッコいいですね。 

紫がお似合いですね。 

あの帽子はあなたに似合いますよ。	

この色があなたの瞳に合います。	

Activity 1: Describe you and your friends, family, TV stars, or anyone using the sentences below.  　 
練習1：　あなた、もしくはあなたの友達、家族、TVタレントなど、誰でも構いません。	
　　　　　 下記のセンテンスを使って言い表してみましょう。	

(          ) looks good on me. 
My (          )  looks pretty/cool/good in (         ). 
(         ) looks good on (         ). 

I think blue one would  
look better on you. 
ブルーのほうが似合うと思います。	
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練習	
6 ACTIVITY 

gray 
white 
yellow                               
purple 

brown 
light green 
light blue 
orange 

beige 
navy 
violet 
coral	

グレー 
白 
黄色 
紫	

茶色 
黄緑 
水色 
オレンジ	

ベージュ 
ネイビー 
バイオレット 
珊瑚色	

Activity 2: Ask your tutor.  	
練習2：　今度は先生に質問してみましょう。	

Does/Do (         ) look good/pretty on (         )? 
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