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Unit 6 あなたは幸せそうです。 

≪この課のねらい・・look と形容詞≫ 

ここでは「～のように見える、～のようだ」という意味を表す動詞 look と「形容詞」を学びます。 

 

e.g.  You look happy. （あなたは幸せそうです。） 

  You look pale. （あなたは顔色が悪そうです。） 

  You look tired. （あなたは疲れているようです。） 

   主語 ＋ look ＋ 形容詞 

 

e.g.  You look like a princess.（あなたはプリンセスのようです。） 

  It looks like snow. （雪になりそうです。） 

  主語 ＋ look like ＋ 名詞 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. What‘s the matter? （やあ、ユカ。どうしたの？） 

 You look pale. Are you sick? （顔色が悪いけど。具合が悪いの？） 

 

2. You look so excited. （とても興奮しているようだけど。） 

 

3. I found a very interesting car. （とても興味深い車を見つけたんだ。） 

 

4. That car is very eco-friendly,  isn’t it? 

 （その車は地球にとてもやさしいですね。） 

 

5. You look sick. You need to go to the hospital. 

 （あなたは病気のようです。病院へ行く必要があります。） 

 

6. This is an easy question, but I cannot answer it. 

 （これは簡単な問題だけれど、私は答えられない。） 
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１ - ２・・・Role Playing  
 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

A: Hi, Yuka. What‘s the matter? （やあ、ユカ。どうしたの？） 

B: I feel terrible. （気分がとても悪いんです。） 

A: You look pale. Are you sick? （顔色が悪いけど。具合が悪いの？） 

B: I think so.（そうなんだよ。） 

A: Did you sleep well last night?  （夕べはよく眠れた？） 

B: No, I didn’t. I had a high fever and I couldn’t sleep very well. 

 （いいえ、高熱が出てよく眠れなかったの。） 

A: Oh, please take care of yourself. I hope you get well. 

 （どうぞ体をいたわってください。お大事に。） 

B: Thank you. See you tomorrow, bye-bye. 

 （どうもありがとう。じゃあ、また明日、さようなら。） 

A: Good-bye. （さようなら。） 
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１ - ３・・・Role Playing 

 
A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

A: I went to see the Motor Show at the Makuhari Messe yesterday. 

 （私は昨日幕張メッセにモーターショウを見に行きました。） 

B: Where is Makuhari Messe? 

 （幕張メッセはどこですか？） 

A: You don’t know? It is in Chiba prefecture. 

 （知らないの？千葉県にあるんです。） 

B: Oh, now I remember. You look so excited.  

 （ああ、思い出した。とても興奮しているようだけど。）  

A: There were a lot of amazing cars there.  

 （そこにはすごい車がたくさんあったんだ。） 

 I found a very interesting car. （とても興味深い車を見つけたんだ。） 

 The car doesn’t pollute the air. （その車は空気を汚さないんだよ。） 

B: Really? （本当？） 

A: Yes. It doesn’t need gas and an engine. 

 （ガソリンとエンジンを必要としないんだ。） 

B: Really? How does it work?（え、本当？ どうやって動かすの？） 

A: The car uses only hydrogen and oxygen. 

 （ あの車は水素と酸素だけを使うんです。） 

 It’s a water-operated car.（水で動く車です。） 

B: That car is very eco-friendly, isn’t it? 

 （その車は地球にとてもやさしいのですね。） 

A: Yes, it is.（はい、そうです。） 
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２ - １・・・Activity 

[   ]内に日本語に合うように単語を入れ完成し、繰り返し何度も練習してみましょう。 

 

e.g.  You are young. （あなたは若い。） 

  → You look young.（あなたは若く見える。） 

 

 1. She is tired. （彼女は疲れている。） 

   → She [      ] tired.（彼女は疲れているようにみえる。） 

  

 2. You are busy. （あなたは忙しい。） 

  → You [      ] busy. （あなたは忙しそうにみえる。） 

 

 3. He is sad.  （彼は悲しい。） 

  → He [      ] sad. （彼は悲しそうだ。） 

 

 4. They are sleepy. （彼らは眠い。） 

  → They [      ] sleepy. （彼らは眠そうだ。） 

 

 5. The test is hard. （そのテストは難しい。） 

  → The test [      ] hard. （そのテストは難しそうだ。） 

 

２ - ２・・・Activity 

斜体字に注意して繰り返し、何度も発音してみましょう。 

1. I’m very busy, so I can’t see a movie.  

 （私はとても忙しい、それで映画を見に行けない。） 

 

2. You look sick. You need to go to the hospital. 

 （あなたは病気のようです。病院へ行く必要があります。） 

 

3. This is an easy question, but I cannot answer it. 

 （これは簡単な問題だけれど、私は答えられない。） 

 

4. It is getting cold. 
 （寒くなりつつある。） 

 

5. Do you have any interesting books? 

 （何か面白い本を持っていますか？）  

 

6. She has many friends. 

 （彼女はたくさんの友達を持っている。） 

 

7. It rains a lot in September. 

 （9 月には雨が多い。） 

 

8. Would you like some coffee? Yes, thank you. 

 （コーヒーはいかがですか？ お願いします。） 
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２ - ３・・Activity  
 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【やあ、ユカ。どうしたの？】 

B: I feel terrible. （気分がとても悪いんです。） 

A: 【顔色が悪いけど。具合が悪いの？】 

B: I think so.（そうなんだよ。） 

A: 【夕べはよく眠れた？】 

B: No, I didn’t. I had a high fever and I couldn’t sleep very well. 

 （いいえ、高熱が出てよく眠れなかったの。） 

A: 【どうぞお体をいたわってください。お大事に。】 

B: Thank you. See you tomorrow, bye-bye. 

 （どうもありがとう。じゃあ、また明日、さようなら。） 

A: Good-bye. （さようなら。） 

 

 

Memorize these sentences – ６ 
 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. What’s the matter? 

 You look pale. Are you sick?  

 

2. You look so excited.  

 

3. I found a very interesting car.  

 

4. That car is very eco-friendly, isn’t it? 

 

5. You look sick. You need to go to the hospital  

 

6. This is an easy question, but I cannot answer it. 

 

 




