
SITUATION  
Tony and Angela are trying to get to the nearest post office. 
トニーとアンジェラは一番近い郵便局に行こうとしています。 

Angela: OK so we are on Pitt street, so we turn  
              right on the first street, walk towards  
              ABC bank.. And turn left when we reach  
              George street… and .. Oh my god I am so  
              confused already! 
 
Tony    : I agree… This map is pretty difficult to  
              read. 
 
Angela: Why don’t we go there by taxi instead? 
 
Tony    : Sure. Let’s do that! 

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。 	

アンジェラ：　	
OK、私たちは今ピットストリートだから、	
はじめの通りを右に曲がってABC銀行	
に向かって歩いて…、ジョージストリー	
トについたら左折、あぁもう、既にこん	
がらがっているわ。	
	
	

	
トニー：	
ほんとだよ、この地図見づらいね。	
	

	

アンジェラ：	
代わりにタクシーで行くことにしない？	
	
トニー：	
そうだね。そうしよう。	
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turn　         曲がる 
agree　       賛成 
confused　 混乱する          

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。 	

This map is pretty difficult to read.  
この地図本当に読みづらいよ。	
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2 

3 
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pretty　   かなり 
already　 既に 
instead 　代わりに    

Somewhat, Rather, Quite, Pretty  
やや、多少、かなり等  
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LANGUAGE FOCUS  

Express Ideas / Situation / People Using Somewhat, Rather, 
Quite, Pretty 
やや、多少、かなり等を使って考えや、状況、人などを表現する 

今朝は空気が少し冷たい。 

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。 	

エルの意見は少し保守的だ 

あなたは歳の割には本当に自立している。	

彼はかなり変わり者だ。	

You are a pretty independent girl for your age. 

亀はその短い足の割には速く走る。 

ACTIVITY 
練習	

1. Describe your mother – (age, appearance of her)  

5 

6 

Elle’s opinion is somewhat conservative.   　 

The air feels somewhat cold this morning. 

今夜はちょっと寒い！	

The turtle can move pretty fast considering it has 
very short legs . 

He is quite a character.　 

2. Describe your father – (character) 

Activity 1: Explain about your family to your tutor. 
練習1：　あなたの家族について先生に話してみましょう。	

ジョンのお母さんはかなり若く見える。 John’s mother looks quite young. 

Hints 
ヒント	

young　       若い 
tough　        堅い、強い 
strong　       強い 
strict 　         厳しい 
kind 　          優しい 

playful　       ふざけた 
early riser　 早起き 
noisy　         うるさい 

Activity 2: Ask tutors about his/her friends/family.  
練習2：　先生の友人や家族について聞いてみましょう。	

It’s rather cold tonight!  

3. Describe your neighbors. 
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This map is pretty difficult to read.  
この地図本当に読みづらいよ。	

Somewhat, Rather, Quite, Pretty  
やや、多少、かなり等  
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