Level A2 General English

Expressing Similarity Or Comparison
他のものに例えて表現する	

Lesson 69

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

This candle smells like strawberries.
このキャンドルはイチゴみたいな香りがします。	

2 SITUATION
状況	
Ann and Cathy are shopping in a candle shop.
アンとキャシーはキャンドルショップで買い物をしています。	

3 DIALOGUE
ダイアログ	
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。 	

Ann : Wow, there are many kinds of candles
in this shop. They’re very colorful and
smell really sweet.

アン：
わぁ、このお店にはたくさんのキャンドル
があるわね。とってもカラフルで、それに
本当に甘い香りだわ。

Cathy: This candle smells like strawberries,
and this one smells like bananas.

キャシー：
このキャンドルはイチゴみたいな香りが
するわ、そしてこれはバナナみたいな香
りがする。

Ann : Those two are shaped like macarons.
Oh, they look really delicious.

アン：
その二つは、形もマカロンみたいね。
あぁ、本当に美味しそう…

Cathy: Hey! You can’t eat them!

キャシー：
ちょっと！食べられないわよ！

Ann : I know.

アン ：
わかってるってば。

4

VOCABULARY
語い	

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。 	

smell like～
be shaped like～

～みたいな香りがする

macaron

マカロン（洋菓子の名称）

～みたいな形をしている
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

This candle smells like strawberries.
このキャンドルはイチゴみたいな香りがします。	

Expressing Similarity or Comparison Using Senses
感覚になぞらえて、似ているもの・比較を表現する	

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。 	

5 SENSES ＋ LIKE

五感を表す動詞＋like	

3. sound like

1. 〜のような味がする
2. 〜のようなにおいがする
3. 〜のように聞こえる
4. ～のように見える
5. ～のように感じる	

This cookie tastes like cardboard.	

このクッキーは厚紙みたいな味がする。	

This room smells like garbage!

この部屋はごみのようなにおいがする！	

Her voice sounds like a cartoon character. 	

彼女の声はマンガのキャラクターのように
聞こえる。	

His hair looks like a rainbow.

彼の髪は虹みたいに見える。	

The sweater feels like rabbit fur. 	

このセーターはウサギの毛皮みたいな感じ

1. taste like

4. look like	

2. smell like	

5. feel like	

がする。	

6 ACTIVITY
練習	

Hints for the Tutor ※先生用注釈	

Activity 1: Complete the following conversations.

natto- fermented soy beans
	
furoshiki- Japanese wrapping cloth

練習1： 空欄に適語を入れ、会話を完成させましょう。 	
1. A: What do you think about this cake?	
B: Oh, wow! That is an interesting shape.	
A: Yes, it’s
.
2. A: This beefsteak is so wonderful!
B: Actually, it’s not beef but it’s pork.
A: Really? It
	

yukata- summer kimono	
yatsuhashi- a Japanese sweet	

	
 beef!

Activity 2: Describe the following items.
練習2： 以下の品物について、表現・説明してみましょう。	

natto	

furoshiki	

yukata	

yatsuhashi	
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