
SITUATION

Ken is talking about his trip to Vancouver.  

ケンがバンクーバー旅行について話しています。

David: How was the trip to Vancouver, Ken?

Ken   : Oh, it was a fantastic trip!

David: What’s Vancouver like?

Ken   : It is a beautiful city.  It is easy to get around.  

There are a lot of nice shops, too.

David: Is it safe?

Ken   : I think so.

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：
ケン、バンクーバーへの旅行は
どうだった？

ケン：
うん、とてもいい旅行だったよ。

デビッド：
バンクーバーってどんな所？

ケン：
町も綺麗で、交通の便もいいん
だ。素敵なお店もたくさんあるし
ね。

デビッド：
治安はいいの？

ケン：
いいと思うよ。
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trip 旅行

beautiful  美しい

safe 安全な

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 was a fantastic trip.
とても素晴らしい旅行でした。
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Talking About Memories Of The Trip

旅行の思い出を伝える

Vancouver バンクーバー

easy to get around

交通の便が良い

fantastic 素晴らしい
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Directions 2:Try to make sentences using some adjectives you’ve already studied.
課題2： 学習した単語を使い、簡単な場所の描写をしてみましょう。

LANGUAGE FOCUS 
今日のポイント

Directions 1:First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題1： 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。
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Describing Impressions of a City
街の印象を描写する

危険な、面白い、忙しい、

エキサイティングな、安全な、歴史的な、

モダンな、退屈な、美しい

dangerous, interesting, busy

exciting, safe, historical, 

modern, boring, beautiful

Activity 1: Which city or place is the person talking about? Check your answer with your tutor.
練習1： 以下の文章を読んでどこの町か考えましょう。その後、先生と答えを確認をしましょう。

This is a very beautiful city.  There are a lot of nice shops and 

restaurants.  This city is famous for the Louvre Museum.  People 

are very fashionable.  A lot of Japanese tourists visit this city.  

It was a fantastic trip.
とても素晴らしい旅行でした。

Activity 2 :Talk about a city or place.  Your tutor will guess the answer.

練習2： 下のUseful expressionsを参考に、どこかの町や場所について話しましょう。今度は先生が答えを考えます。
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e.g. Tokyo is a busy city.

Kyoto is a historical city.

Useful expressions. 

This city is~. It’s famous for~.  There are~.  

東京は忙しい都市だ。

京都は歴史的な町だ。
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