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You’ll be the best-looking guy here.

Look at the picture.  Fill in the blanks.

Natalie is the woman    talking to Chris    .

The guy ___________________________________ is Lou.

The woman ___________________________________ is Rachel.

Allen is looking at some ___________________________ photos.

________________ is the guy bringing in the mail.

Rupert is the guy ___________________________________.

Ex

1

2

3

4

5

George

Rupert

Natalie

Lou

Billy

Rachel
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You’ll be the best-looking guy here.

Unit 

4 
day 
1

1st L i s t e n i n g
Listen.  Draw a line from each dog to what it is doing.

2nd L i s t e n i n g
Listen again.  Answer the questions.

u collar（ペットなどの）首輪　u trim 調髪　u stunning 驚くほど魅力的な　u oh my gosh まあ　u bow リボン

Who is brushing the Pomeranian’s hair?  _____________________________________

According to Haruka, which dog is the most stunning? ________________________

According to Haruka, what will she and Cookie be doing at the end of the show?

____________________________________________________________________________

Pomeranian poodle Boston terrier

wearing the blue collar getting a trim sitting on the table

a

b

c
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You’ll be the best-looking guy here.

Unit 

4
day 
1

Listen and read along.  Then practice the conversation.

u combo 組み合わせ［combinationの略］　u After me, anyway! 私の次に、だけどね！　
u OK, you've sold me. 分かりました。

Taro:	 Wow!  Those ponchos are so cool.  Could I try one on?

Owner:		Sure.  Which one do you like?

Taro:	 Can I try that red and orange one hanging behind you?

Owner:	Here you are.  It’s 100 percent alpaca hair.  You won’t find softer fabric 
anywhere.  And I have a matching hat too.  It’s a really good-looking 
combo!

Taro:	 You think so?

Owner:	Definitely!  Ladies can’t 
resist a colorful outfit.  
You’ll be the best-
looking guy here.  After 
me, anyway!

Taro:	 OK, you’ve sold me.  
How much do you 
want for them?

Conversation Strategy:値段の交渉をする

多くの国、特に市場などでは、値段の交渉が行われるのは珍しいことではありません。交渉するのが当たり前
になっていることもあります。会話の最後で、TaroはHow much is it? （いくらですか）と言う代わりに、
How much do you want for them? （希望はいくら？）と言っています。これにより売り手には、Taroが
最初の言い値では恐らく納得せず、値段の交渉をするのだろうということが分かります。値段の交渉に使われ
る表現としては、ほかにも以下のようなものがあります。

How much for two? 「２つでいくらですか。」
Can you go any lower? 「もう少し安くできますか。」
No, thanks.「結構です。」[その場から立ち去るそぶりを見せながら]
That sounds fair. / I'll take it. 「（その値段で）買います。」
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You’ll be the best-looking guy here.

Unit 

4 
day 
1

1. You are at a party.  You brought a friend.  Point out your friend to your 
partner.

Ex A: I brought my friend Jason tonight.
B: Really?  Where is he?
A: He’s the guy blowing up balloons.
B: The one standing next to the plant?
A: Yeah, that’s him.

u blow up （風船などを）ふくらませる

2. You are at a party.  Your partner brought a friend.  Look for the friend. 
Write the name on the picture.

Student a Student B, turn to page 180.

Jason
Maria

Judy

George
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You’ll be the best-looking guy here.

Unit 

4
day 
1

1. Look at the dogs.  Which one do you want and why?  Write down your 
ideas.

Ex

Ex I want the one chewing 

on the toy.  He looks playful.

2. You are at a pet shop.  Take turns being the customer and the clerk.

A:  May I help you?
B:  Yes, I’m thinking about getting a puppy.
A:  We have lots of cute ones here!  Would you like to hold one?
B:  Is that OK?
A:  Sure.  Which one do you like?
B:  Can I see the one chewing on the toy?  He looks really playful.
A:  Yeah, he’s a pretty charming guy.

•
•
•

u chew on ... …を噛む、かじる　u puppy 子犬　u bark at ... …に向かって吠える　u sniff クンクンと嗅ぐ 

chew on

scratch

roll

bark at

chase

lick

sniff
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You’ll be the best-looking guy here.

Unit 

4 
day 
1

Language and Culture Tip :

Present Participles to Modify Nouns
名詞を修飾する現在分詞形

名詞の前に置く場合
動詞の現在分詞形は、名詞の前に置かれると、形容詞のような働きをすることができます。
 Those barking dogs are really loud. 「その吠えている犬たちは、とてもうるさいです。」
 This is an interesting article. 「これは面白い記事です。」
 He's a good-looking guy. 「彼は格好いいです。」

動詞の現在分詞形には能動的な意味があります。例えば、修飾されている人・物が何をしているのかを表したり、ほかに
対してどのような影響を与えるのかを説明したりします。
 I saw the burning papers. 「私は燃えている書類を見ました。」 [書類は燃えていた]
 I read a thrilling story. 「私はわくわくする物語を読みました。」 [その物語は私をわくわくさせた]

  「ドッグショー（dog show）」と言う場合は通常、品評会（conformation show）を指します。それぞ
れの犬種の中で「どれほど理想形に近いか」という観点で犬を審査するのです。地域単位で行われる品評
会もあれば、世界中から参加者が集まる大規模なものもあります。アメリカで一番よく知られているドッ
グショーはウエストミンスター・ケネルクラブ・ドッグショー（the Westminster Kennel Club Dog 
Show）で、毎年ニューヨークで開催されます。1877年に始まって以来、世界でも最大規模のドッグシ
ョーのひとつになりました。

ドッグショー

名詞の後に置く場合
現在分詞形は、名詞の後に置くこともできます。多くの場合、修飾する名詞の直後に続きます。しばしば、ほかの単語と
組み合わされて、語句を形成します。
 Do you know the guy sitting in the corner? 「隅に座っている男の人を知っていますか。」 [青字の部分が

guyを修飾]
 A woman standing behind the car was taking pictures. 「車の後ろに立っていた女性は写真を撮っていまし

た。」 [青字の部分がwomanを修飾]

この用法では、現在分詞形は名詞を特定する目的で使われる傾向があります。以下の2つの例文を比べてみましょう。
 I want the shirt. 「そのシャツが欲しいです。」 [目の前にあるシャツが１枚でない限り、どのシャツが欲しいのか

分からない]
 I want the shirt hanging in the window. 「ショーウインドウに掛かっているシャツが欲しいです。」 [どのシャ

ツなのかが特定されている]

何について話しているのかが明らかな場合は、しばしば名詞の代わりにthe oneが使われます。 
 I want the one hanging in the window. 「ショーウインドウに掛かっているのが欲しいです。」 [シャツについ

て話しているのが明らかな場合]

動詞の現在分詞形には名詞を修飾する働きがあり、名詞を描写・特定するための情報を追加することができます。
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You’ll be the best-looking guy here.

Unit 

4
day 
1

1.  You are at a party.  Your partner brought a friend.  Look for the friend. 
Write the names on the picture.

2.  You are at a party.  You brought a friend.  Point out your friend to your 
partner.

Ex A: I brought my friend Jason tonight.
B: Really?  Where is he?
A: He’s the guy blowing up balloons.
B: The one standing next to the plant?
A: Yeah, that’s him.

u blow up （風船などを）ふくらませる

Student B Student A, turn to page 40.

Elaine

Joshua
Ryan

Jason

180


