Level B1 General English

Persuasion
説得する

Lesson 65

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

You gotta admit that movie
wasn't that bad.
その映画はそんなに悪くないって認めなきゃ。

2 SITUATION
状況
Yuta is talking with his friend Mary.
ユウタは友達のメアリーと話しています。

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。
メアリー:
昨日のテレビでやってた映画見た？

Mary: Did you see the movie on TV last night?

ユウタ
見たよ。どう思った？

Yuta: Yeah, what did you think of it?
Mary: Well, I thought it was okay. But not as good as everyone says.

メアリー：
そうね、まあまあだと思ったけど。でもみんなが
言うほど良いと思わなかったわ。

Yuta: Really? I liked it a lot.The twist at the end was brilliant and so
original. I never expected that.

ユウタ：
本当？僕は大好きなんだけど。エンディングの
どんでん返しがよかったし、素晴らしい結末だっ
たよ。ああなるなんて予想できなかったよ。

Mary: But it was a little depressing,wasn't it?

メアリー：
でもちょっと気持ちが沈んだよね。

Yuta: Yeah, I cried my eyes out. You gotta admit that movie wasn't
so bad.
Mary: You know, I prefer a nice happy ending. But I have to say the
new actor in that movie was so good. He is handsome.

ユウタ:
うん。大泣きしたよ。君はあの映画がそんなに
悪くないって認めなきゃ。
メアリー：
あのね。私はハッピーエンディングの方が好き
なの。でもあの新しい俳優はすごくいいと思った
わ。彼はハンサムね。

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。

depressing 気のめいる
cried my eyes out 泣きはらす
brilliant 素晴らしい
admit 認める

twist at the end
original 斬新
expect 期待する

ラストの意外な展開
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

You gotta admit that movie wasn't
that bad.
その映画はそんなに悪くないって認めなきゃ。

Persuasion Expressions
説得する

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。

Look at it this way.

こう考えたらどうかな。

That may be true, but you have to say it’s
for a good cause.

それはそうかもしれませんが、正当な
理由をもって言わなければなりません。

I like Korean food, but don’t you think it’s a
little spicy?

韓国料理は好きだけど、ちょっと辛いと
思わない？

You are right, but wouldn’t you say this one
is better for me?

その通りだけど、こっちのほうが私には
いいって言わなかった？

6 練習
ACTIVITY
Activity : Your tutor will read these sentences below.
You will make a reply using persuasion expressions.
練習： 先生が以下の文を読んでいきます。
説得する表現を使って答えてみましょう。

Hints
ヒント

1. Tokyo is a very convenient city to live in.

You are right, but...

2. I think Titanic is the best movie.

おっしゃるとおりです、でも…

3. Traveling by plane is better than traveling by train.

誤解しないでくださいね、でも…

That may be true, but...

4. Money can buy happiness.
5. English should be an official language in Japan.
6. Animals should not be kept in zoos.

Don’t get me wrong, but...
それはそうかもしれません、でも…
better than 〜よりいい
crowded 混雑した
have bad service サービスが悪い
no originality 新しさがない
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