Level B1 General English

Getting Someone To Agree With You
同意を得る	

Lesson 67

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

Would you say that Tokyo is more
expensive than New York?
東京の方がニューヨークより物価が高いと思いますか？	

2 SITUATION
状況	
Takao is talking with Meg about cities.
タカオはメグと都市について話しています。	

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。 	

Meg : You’ve been traveling a lot. Where is
your favorite city? Mine is Tokyo.	
	
Takao: I like New York. Don’t you think that
New York is exciting?	
	
Meg : Yeah, kind of. But I think Tokyo is more
beautiful than New York. Would you
say that Tokyo is more expensive than
New York?
	
Takao: Hmm… maybe. But New York’s night
life is more fun, don’t you think?	

4 VOCABULARY
語い	

メグ:	
あなたはたくさん旅行をしているわ	
よね。好きな都市はどこ？私は東京よ。	
	
タカオ:	
ニューヨークかな。ニューヨークって	
刺激的な街だと思わない？	
	
メグ:	
ええ。そうね。でも東京のほうがニュ	
ーヨークよりもっと美しいと思うわ。	
東京はニューヨークより物価が高いと	
思う？	
	
	
	
タカオ:	
う～ん。多分ね。でもニューヨークの	
ナイトライフはかなり楽しいと思わ	
ない？
	

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。 	

don’t you think~?
expensive

～と思いませんか？	

would you say that~?

～と思いますか？

高い
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

Would you say that Tokyo is more
expensive than New York?
東京の方がニューヨークより物価が高いと思いますか？	

Getting Someone To Agree With You
同意を得る	

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。 	

Would you say...?	

…だと思いますか？	
	

Don’t you think that…?	

…だと思いませんか？	
	

Wouldn’t you agree that…?

…に同意しませんか？	
	

Could you say that…?	

…だと言えませんか？	
	
…が可能ではないですか？

Isn’t it possible that…?	
6 ACTIVITY
練習	

Activity : Talk about the following topics and try to get your tutor to agree with you.
練習： 以下のトピックについて話し、先生に同意してもらえるようにしてみましょう。

	

1. The worst music to listen to
2. The best sport to watch
3. The best Hollywood actor
4. The best food to eat in the summer
5. The best country to visit in the winter

Hints
ヒント	
maybe but
多分そうですが、でも・・
you could but そうしてもいいけど、でも・・
I’m not sure about that
それについてはよくわかりません	

it’s possible
you have a point
worst 最も悪い	

それもありですね
そうですね
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