Level B1 General English

Allow Advise Discourage Permit etc
許可 / 推進にまつわる表現

Lesson 44

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Some schools require students
to wear uniforms.
いくつかの学校は生徒に制服の着用を求めます。

2 SITUATION
状況
Tom is talking with his coworker Yuko.
トムは同僚のゆうこと話しています。

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。

Tom : So Yuko, how are you adjusting to teaching at
an American high school?

トム：
ねえゆうこ、アメリカの高校で教えるのに
はもう慣れた？

Yuko: It is definitely different. Students wear
whatever they want. I had a girl wearing a
mini skirt and high heels in class today.

ゆうこ：
ぜんぜん違うのね。生徒たちは着たいも
のを着て。今日の授業にはミニスカート
にハイヒールを履いている女の子がいた
わ。

Tom : That is pretty normal. Is there a dress code in
Japan?

トム：
それはいたって普通のことだよ。日本に
はドレスコードはあるの？

Yuko: Some schools require students to wear
uniforms and follow rules on hairstyle, make
up and accessories.

ゆうこ：
一部の学校では制服を着て、髪型やメイ
ク、アクセサリーについても規則に従わ
なければいけないの。

Tom: Wow. Maybe they should do that here!

トム：
へぇ。ここでもそうするべきかもね！

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。

adjust 合わせる、順応する
definitely はっきりと、確かに
high heels ハイヒール

whatever 何でも
accessories アクセサリー（主に複数形で）
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Some schools require students
to wear uniforms.
いくつかの学校は生徒に制服の着用を求めます。
Using “allow/ advise/ discourage/ permit” To Talk About Rules
allow/ advise/ discourage/ permitを用いてルールについて話す

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。

You are allowed to bring a guest to the event.

あなたはそのイベントにお客さまを連れてきて
もかまいません。

Some schools advise parents to spend at least 2 hours
every night doing homework together with their children.

いくつかの学校は両親に毎晩子供と宿題を
最低２時間することを提唱しています。

We were discouraged from leaving the hotel at night.

我々は夜にホテルから出ることをすすめれて
いません。

Smoking is not permitted in many places in Japan.

喫煙は日本の多くの場所で許されていません。

We were not allowed to bring any food or drink into the
theater.

劇場に食べ物や飲み物を持ち込むことは許さ
れていません。

6 ACTIVITY
練習
Activity： Talk about the following using “allow, advise, discourage, permit “.
練習： “allow, advise, discourage, permit,”を用いて、以下のことについて話しましょう。

1. When you were a child what rules did you have to follow?

2. What are some rules that foreigners should know when they visit Japan?

Hints
ヒント

curfew 門限
passport パスポート
photograph 写真

bow お辞儀
safety 安全
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