Level A2 General English

Comparing Opinions, Likes And Dislikes
好き嫌いの意見を比べる

Lesson 45

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I’m not interested in baseball.
—Me neither.
私は野球に興味がありません。―私もです。	

2 SITUATION
状況	
Mika has two extra tickets for a baseball game, so she asks John and
David if they will come with her.
ミカは野球の試合のチケットが2枚余ったので、ジョンとテービッドに一緒に来な
いかと誘います。

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。 	

Mika : Hey, guys. Do you want to watch a baseball
game with me tomorrow? I have two extra
tickets for the Giants’ game.
John : Sorry, Mika. I’m not interested in baseball.
David : Me neither, sorry.
Mika : So, don’t you know anyone who likes
baseball?
David : I know Fred and Tom like baseball, though
they’re big fans of the Tigers.
Mika : Really? The game is Giants vs Tigers. I’ll ask
them!

ミカ：	
ねえ。明日一緒に野球見に行かない？	
ジャイアンツ戦のチケットが2枚余ってるんだ。
	
	
ジョン：	
ごめん、ミカ。僕は野球に興味がないんだ。	
	
デービッド：	
僕もなんだ。ごめん。	
	
ミカ：	
じゃあ、誰か野球好きな人知らない？	
	
デービッド：	
フレッドとトムは野球好きだって知ってるよ。	
ただし、二人とも大のタイガースファンだけ	
どね。	
	
ミカ：	
本当？試合はジャイアンツ対タイガース戦	
なんだ。二人に聞いてみるよ！	

4 語い	
VOCABULARY
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。 	

extra
anyone

余分の、あまった
誰か

me neither

私も（～でない）。※否定文に対する同意	
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I’m not interested in baseball.
—Me neither.
私は野球に興味がありません。―私もです。	
Comparing Opinions, Likes and Dislikes
意見を比べる、好き/嫌い	

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。 	

RESPONSE TO A NEGATIVE STATEMENT

否定文に対して	

I’m not interested in baseball—Me neither.

私は野球に興味がありません。－私もです。

I can’t buy such an expensive bag.—Neither can I.

私はこんな高価な鞄買えません。－私もです。

RESPONSE TO A POSITIVE STATEMENT

肯定文に対して	

I like shopping very much.—Me, too!

私は買い物が大好きです。－私もです！

I love you.– I love you, too.

あなたを愛しています。－私もです。
注意：I love youに対してMe, tooと答えると、「私も私を愛してい
ます」という意味になってしまうので気を付けましょう。	

CAREFUL!: If you answer “Me, too” in this situation, it means “I love
myself [me], too.

6 ACTIVITY
練習	

Activity 1 : Talk about your likes and dislikes with your tutor say if you agree or disagree.
Here are some examples :
練習1: 先生と好き嫌いについて話し、賛成か反対か伝えましょう。下記の例を参考にしてください。

Examples :
“I love wine.” “Me too.”
“Have you been to Spain?” “No I haven’t.” “Me neither.”
“I listen to music every day.” “Me too.”
“I really like cats.” “Not me.”
Activity 2 : Talk about the following subjects :
練習2: これらの話題について話しましょう。	

food
TV

travel
books

music

movies

animals

shopping

sport
the internet

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 	

