
SITUATION  
Joe is talking with his friend Jennifer.  
ジョーと友人のジェニファーの会話 

Jennifer: Hey Joe, how was the home party last  
                night? 
 
Joe        : Fantastic! I really enjoyed it. Everyone  
                dressed up and, oh yeah, my friend Ben  
                was pretty popular among the girls! 
                He was wearing a brownish jacket that  
                made him look like a movie star. 
 
Jennifer: I am sure you were also the popular guy  
                of the night!  
 
Joe        : Ha ha ha. I wish! 

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。 	 ジェニファー：　	

やあジョー、昨夜のホームパーティー	

はどうだった？	

	

ジョー：	

すごくよかったよ。本当に楽しかった	

よ。みんな着飾ってて、そうそう、友達	

のベンは女の子に大人気だったよ。	

茶色っぽい服を着ていたのだけど、ま	

るで映画スターのように見えたよ。	

	
	

ジェニファー：	

あなたも昨夜は人気者だったはずよ。	

	
	

ジョー：	

ハハハ、そうだといいけどね。	
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PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	
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語い	
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fantastic　　素晴らしい、素敵な              ~ish　    ～っぽい 
dress up  　着飾る                 pretty　 非常に         
attention　　注意、注目 
among　　　 ～の中で 

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。 	

He was wearing a brownish jacket.  
彼は茶色っぽい服を着ていた。	
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LANGUAGE FOCUS  

Describing Using ~ish/~esque/~like 
「～っぽい、～風の、～のような」という表現を使っての説明 

今朝ほっぺたが赤っぽいのに気づいた。 

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。 	

今朝私の１０歳の息子は赤ん坊のように
振舞った。	

ローマは絵画のような街です。	

お姫様のようだったらいいのに。	

Rome is a picturesque city. 

今日学校に遅刻して１１時ぐらいに到着した。	

ACTIVITY 
練習	

1.  What is your mother or father like to you? 

5 

6 

This morning my 10 year-old son was acting like  
a baby.   　 

This morning I found something reddish on my  
cheek. 

男性はその景勝の前で長いあいだ立って
いた。 

I was late for school, and I got there around 11ish  
today. 

I wish I could look like a princess.  　 

2.　What is your favorite city? Give a reason using “~esque”. 

3.  How do you describe the color of your clothes you are wearing today  
　  if you don’t know the name of the exact color? 

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

ビビアンはすごく美人で、まるでスーパー
モデルのようです。 

Vivian is so beautiful and she is just like a super  
model. 

Hints 
ヒント	

like~            ～のような 

yellowish   黄色っぽい　 
pinkish 　    ピンクっぽい 

exact           正確な　                           　                               

Activity 2: Guess what animals your tutor is describing? 
練習2：　何の動物のことを先生が言っているのか当ててみましょう。	

ex) Elephant – The color of the skin is greyish…	

The man was standing in front of picturesque  
scenery for a long time. 
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He was wearing a brownish jacket.  
彼は茶色っぽい服を着ていた。	
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