
SITUATION  
Arthur is talking with his friend John. 
アーサーは友人のジョンと話しています。 

Arthur: Hey, man. What’s new? 
 
John   : Nothing except I am sick as a dog 

today. 
 
Arthur: What? What does that mean? 
 
John   : I just don’t feel well since this 

morning. Maybe I’ve got food 
poisoning or something from 
oysters I had last night. 

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。 	

アーサー：	
やあ！調子どう？	
	
	
ジョン： 
別に、だけどすごく調子が悪いんだ。	
	
	

	

アーサー：	
何？どういうこと？？	
	
	
ジョン：	
ただ今朝から気分が悪いんだ。多
分昨日の夜食べた牡蠣か何かにあ
たったんだと思う。	

Lesson 34 
As…As / Like 

As…As / Likeを用いて例える	

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 

except　 　　　　　　　 ～を除いては 
food poisoning 　 食中毒 

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 am sick as a dog today. 
私は今日ひどく具合が悪い。	

1 

2 

3 

4 

maybe　  おそらく 
oyster  　 牡蠣 
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LANGUAGE FOCUS  

Talk About Yourself Using “as…as / like”  
as…as / like”を使って自分自身のことを話す 

鉛のように足が重い。 

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。 	

私はマクドナルドで調理補佐として働いてる。 

友人は私がアメリカ人のように英語を 
話すと思っている。 

私はこの上なく幸せです。	

A friend of mine thinks I speak English as well as 
an American.  

私は馬のように食べる 

ACTIVITY 
練習	

1.  What does your mother/father do for living? 

5 

6 

I am as happy as can be.   　 

My legs feel heavy like lead. 

時々レディー・ガガのように着飾るのが
好きです。 

I can eat like a horse. 

I ran as fast as I could last night.　 

2.  Describe your family. What are they like to you? 

Lesson 34 
Level B1 General English 

Activity : Tell your tutor about your family. 
練習：　先生にあなたの家族について話してみましょう。 	

I work as a kitchen assistant in McDonalds. 

Hints 
ヒント	

engineer 　     技術士 
lawyer           弁護士 
electrician　   電気工事士	

stylist　          スタイリスト 
god　             神 
she is like ~ 　  彼女はまるで～ 
he works as ~　彼は～として働く 

I sometimes like dressing up as Lady Gaga. 

昨夜私は全力疾走した。 

I am sick as a dog today. 
私は今日ひどく具合が悪い。	

As…As / Like 
As…As / Likeを用いて例える	
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