
SITUATION

Mr. York calls Mr. Tanaka’s office and asks how to get there from the station.

ヨークさんは田中さんの会社に電話をして、駅からの行き方を尋ねます。

Mr. York: Hello, this is York from AA Company. I’m 

coming to meet Mr. Tanaka tomorrow, and I’d 

like to know how to get to your office from the 

station.

Ms. Tate: Sure. First, please leave the station by the 

north exit. You can come here by the central 

exit, but the north exit is closer to our office 

than the central exit.

Mr. York: I see. And then?

Ms. Tate: We’ll pick you up, so please wait at the north 

exit.

DIALOGUE

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。

ヨーク：
もしもし、わたくしAA社のヨークと申しま
す。明日田中さんとお会いするのに御
社を訪問する予定なのですが、駅から
どのように行けばいいのか教えていた
だけないでしょうか。

テート：
もちろんです。まず、駅の北口から出て
ください。中央口からでも来れるのです
が、北口の方が中央口より当社には近
いので。

ヨーク：
わかりました。それから？

テート：
お迎えに上がりますので、北口でお待
ちください。
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north exit        北口

pick up     迎えに行く

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。

The north exit is closer to our 

office than the central exit.
北口の方が中央口より当社には近いです。

central exit 中央口
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Making Comparisons

比較する
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LANGUAGE FOCUS 

Making Comparisons
比較をする

ADJECTIVE / ADVERB+ -ER

Mr. Simon is slower at getting work done than Ms. Ray.

This task is much easier than you think.

A one-off payment is cheaper than installments.

It’s going to take a little longer than we planned.

サイモンさんはレイさんよりも仕事をするのが遅い。

この仕事はあなたが思っているよりずっと簡単です。

分割払いより一括払いの方が安いですよ。

予定よりも時間がかかりそうです。

形容詞/副詞＋-er

今日のポイント

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。

Lesson 71
Level A2 Business English

The north exit is closer to our office 

than the central exit.
北口の方が中央口より当社には近いです。

MORE + ADJECTIVE / ADVERB
彼を説得するのは想像以上に難しかった。

日本文化は今までになく人気が高まっている。

彼の辞職は私にとっては株価暴落のニュースなん

かよりも驚きだった。

more + 形容詞/副詞

ACTIVITY
練習

Activity: Make comparisons by using the words below.
練習：以下の語句を使って比較の文を作ってみましょう。

5

6

Persuading him was more difficult than I had imagined.

Japanese culture is more popular than ever.

His resignation was more surprising to me than the 

news of the stock plunge.

process data(データを処理する） input data(データ入力する）

sales(売上) employees(社員）

selling price(販売価格） high interest(高い利息）

staff room(職員控室） consumer(消費者）

competitor’s product(他社製品）

Ex. This computer can process data faster than that one.
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