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感想 

ちょっと～でした・そんなに～ではありませんでした 

 
※下記説明はレッスン開始前またはこの Unit を開始するときに黙読してください。 

この Unit では、「ちょっと～でした」や「そんなに～ではありませんでした」などの感想を伝えるフレーズを学び

ます。簡単に感想を伝えられるようになりましょう。 

 

この Unit で学ぶ It was kind of の kind ofは副詞的に用いて形容詞や動詞の前に置き、「ちょっと」や「まぁま

ぁ」という曖昧な意味を加えたいときによく使われます。口語では、実際には「カインダ」のように発音されるこ

ともあります。 

 

例） 

A：How was the day today?（今日はどうだった？） 

B：It was kind of busy.（ちょっと忙しかったよ。） 

 

二つ目のフレーズ It wasn’t that ～の thatは代名詞「あれ」や形容詞「あの～」としてよく使われますが、それ

以外に副詞として「そんなに」という意味で形容詞を修飾して使われることもあります。 

 

例） 

A：How was the burger?（そのハンバーガーはどうだった？） 

B：It wasn't that bad.（そんなに悪くなかったよ。） 

 

昨日までは 今日からは 

 

 

 

 

 

Phrases of the day （今日のフレーズ）  

下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。 

 

１． ちょっと～でした。/まぁまぁ～でした。：It was kind of ～. 

 e.g. 友人から数日前に見たミュージカルがどうだったか聞かれて 

  It was kind of boring. 

  ちょっと退屈だったよ。 

 

  友人から昨日見た映画がどうだったか聞かれて 

  It was kind of good. 

  まぁまぁ良かったよ。  

   

  

UNIT 

３ 

「ちょっと面白かったよ。」って何

て言うんだろう… 

「ちょっと～でした。」って言いた

い時は"It was kind of ～."とサラッ

と言える！ 
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  同僚から買った時計が高かったか聞かれて 

  It was kind of expensive. 

  ちょっと高かったよ。 

 

２． そんなに～ではありませんでした。：It wasn’t that ～. 

 e.g. 友人から TOEICの試験がどうだったか聞かれて 

  It wasn't that easy. 

  そんなに簡単じゃなかったよ。 

 

  友人から先週行ったコメディショーがどうだったか聞かれて 

  It wasn't that funny. 

  そんなに面白くなかったよ。 

 

  友人から昨日見に行ったコンサートがどうだったか聞かれて 

  It wasn't that good. 

  そんなに良くなかったよ。 

 

 

３． とても～でした。：It was really ～. 

 e.g. 友人からアメリカ旅行がどうだったか聞かれて 

  It was really great. 

  すごく良かったよ。 

 

  同僚から一昨日見に行った展示会がどうだったか聞かれて 

  It was really beautiful. 

  とても綺麗でしたよ。 

 

  友人から先週行ったスカイダイビングがどうだったか聞かれて 

  It was really exciting. 

  すごく楽しかったよ。 

 

４． これまでにこのようなもの/ことは一度も～したことがありません。：I’ve never ～ anything like it before.  

※対象物を指して強調したい場合は likeの後に this「これ」や that「あの/それ」を使うこともできます。例

えば、映画館で映画を見た後に”I’ve never seen anything like that before.”と言うと見た映画を強調す

ることとなります。 

 

 e.g. 友人と映画をちょうど見終わって友人に 

  I've never seen anything like it before. 

  これまでにあのようなものは一度も見たことがないよ。   
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  友人が作ったスペインの伝統料理を食べて友人に 

  I've never tasted anything like it before. 
  これまでにこのようなものは一度も食べたことがないよ。 

 

  友人と一緒にドルフィンツアーに参加していて友人に 

  I've never experienced anything like it before. 

  これまでにこのようなことは一度も経験したことがないよ。 

 

 

□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■※次のアクティビティへ進む前に黙読してください 

 

 

 

  

● kind ofを考える 

今回の kind ofという表現について、きちんと説明をします。 

kindは「種類」という意味で、a kind of ～ で「一種の～」という意味になりますよね。 

ここから、会話で aが省略されて、kind ofになりました。 

「一種の」→「ちょっと」「まあまあ」という流れです。 

 

たとえば、「そのバッグ、ブランドもの？」と言われて、「まあ一種のブランドっちゃあ、ブランドだけど」と

言うのは、「ちょっとブランド・まあまあブランド」ということですね。 

この表現がパッと使えると、すごく英語に慣れた印象でカッコいいですよ。 
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Fill in the blanks （穴埋め問題）  

空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しましょう。 

１. A：I heard there was heavy traffic today.  

  今日は渋滞だったって聞いたよ。 

 B：( It wasn’t that ) bad.  

  そんなにひどくなかったよ。 

 

２． A： How did you like the Indian food? 

  インド料理はどうだった？ 

 B： I liked it! ( I’ve never ) had ( anything like ) it before. 

  気に入ったよ！これまでに一度も食べたことのないようなものだったよ。 

 

３. A： Why did you sell your laptop? 

  なんでノートパソコンを売ったの？ 

 B： ( It was really ) old. I’ll buy a new one. 

  とても古かったんだ。新しいのを買うよ。 

 

４． A： How was the book? 

  例の本はどうだった？ 

 B： ( It was kind of ) good. I liked the ending. 

  まぁまぁ良かったよ。結末が気に入ったよ。 

 

５． A： Was the comedy show good? 

  コメディーショーは良かった？ 

 B： ( It wasn’t that ) funny. 

   そんなに面白くなかったよ。 

 

６． A： James Blunt’s new song is awesome, isn’t it? 

  ジェイムス・ブラントの新しい曲は最高だよね？ 

 B： Yes, I’ve ( never ) heard anything ( like it before ). 

  うん、これまでにあんなの聞いたことないよ。 

 

７． A： How did you like the concert? 

  コンサートはどうだった？ 

 B： ( It was kind of ) boring.  

  ちょっと退屈だったよ。 

 

８． A： How much was your taxi ride?    

  タクシー代はいくらだった？ 

 B： ( It was really ) expensive. It cost me 50 dollars.  

  とても高かったよ。50 ドルもしたよ。 
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Role playing （ロールプレイング） 

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。 

 

A： Did you enjoy the movie? 

  映画は楽しかった？ 

B：( It was kind of ) good. What about you? 

  まぁまぁよかったよ。あなたは？ 

A： I loved it. ( It was really ) amazing!  

 気に入ったよ。とてもすばらしかったよ！ 

B：You think so? ( It wasn't that ) amazing although I liked the lead actor. 

  そう思う？そんなにすごくなかったよ。でも主役の俳優は気に入ったね。 

A： Well, ( I've never ) seen ( anything like it before ). That’s why I liked it so much. 

 でも、これまでにこのようなものは一度も見たことがないよ。だからとても気に入ったんだ。 

 

 

In your own words （フレーズ英作文） 

下記のフレーズを使ってそれぞれ３つずつ英文を作ってみましょう。 

 

１． It was kind of ～. 

２． It wasn't that ～. 

３． It was really ～. 

４． I've never ～ anything like it before. 

 

 

Say it in English （英作文） 

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。 

 

１． ちょっと退屈だったよ。 

 →It was kind of boring. 

  

２． そんなに簡単じゃなかったよ。 

 →It wasn't that easy. 

  

３． すごく良かったよ。 

 →It was really great. 

  

４． これまでにあのようなものは一度も見たことがないよ。 

 →I've never seen anything like it before.  


