
SITUATION  
Tom is talking with his classmate Mary.  
トムはクラスメートのメアリーと話しています。	

Mary: Hey Tom. How was your first day at 
school?　　　	

 
Tom : Oh, it was ok I guess. I met a girl called 

Fanny. She is just a little eccentric.  
  
Mary: Why do you say that? 
 
Tom : Well, she just seems like she does not 

have a positive attitude. I guess I will 
need to get to know her better… 

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。 	

	
	
	
	

Lesson 31 
Advanced Level Adjectives To Describe A Person 

人を表す形容詞（応用編） 

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level B1 General English 

guess　     ～と思う、～と推測する 
called~      ～と呼ばれる 

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 just a little eccentric. 
彼女は少し変わっている子だね。	

1 

2 

3 

4 

メアリー： 
やあトム、初めての学校はどうだった？	
	
	
トム： 
大丈夫だったと思うよ。ファニーって女
の子と会ってね、彼女少し変わってる	
んだ。	
	
メアリー： 
なんでそんなこと言うの？	
	
トム：	
う～ん。彼女の態度あんまり前向き	
じゃないように感じるんだよね。	
もう少し彼女のことを知る必要があるよ。	

attitude　              態度 
get to know~　     ～と知り合いになる 
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LANGUAGE FOCUS  

Describing a Person 
人について話す	

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。 	

He is such an intellectual boy. 

ACTIVITY 
練習	

1.  What is your mother like? 

5 

6 

Tom is very wise but can be cheeky sometimes.   　 

She is very hard to please. 

My friend is very bright and considerate. 

She is just a little spoiled.  

The baby is so adorable.  　 

2.　How do you describe yourself? 

3.　Who is your role model? And why?  

Lesson 31 
Level B1 General English 

Activity 1: Answer your tutor’s questions. 
練習1：　先生の質問に答えてみましょう。 	

Nancy is a sophisticated girl. 

Hints 
ヒント	

elegant　      上品な、優雅な           	

sophisticated　洗練された 　 
cheerful　快活な、元気のいい	

describe      描写する                         
role model　模範となる人物                   　                             	

charming　  かわいらしい	

naughty　       わんぱくな	

Activity 2: Describe two of your close friends to your tutor. 
練習2：　先生に仲良しの友達を２人、紹介してみましょう。	

Their character / and their appearance 	

彼女は、なかなか喜ばない。	

	

私の友人は非常に聡明で、思いやりがある。 

	

彼は、本当に知的な少年です。	

 
ナンシーは、洗練された女の子です。 

	

トムは非常に賢明であるが、時には生意気 
なことがある。 
	
赤ちゃんはとても愛らしいです。 

	

彼女はほんの少し駄々っ子だ 
	

Advanced Level Adjectives To Describe A Person 
人を表す形容詞（応用編） 

She is just a little eccentric. 
彼女は少し変わっている子だね。	
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