
SITUATION  
Mr. Taylor is making a sales promotion for a laptop computer. 
テイラーさんはノート型パソコンの売り込みをおこなっています。	

Mr. Taylor: Let me introduce our new laptop   
                   computer.  
 
Mr. Davis : It looks like last year’s model.  
 
Mr. Taylor: Yes, it does. However, this new model  
                   is equipped with many functions  
                   which the old model didn’t have.   

  
Mr. Davis : How much does it weigh? 
 
Mr. Taylor: It only weighs 900g. 

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。 	

テイラー： 
我が社の新しいノート型パソコンをご紹介い
たします。 

 
デイビス： 
去年のモデルのように見えますが。 
 
テイラー： 
そうなんです。しかし、この新型モデルには、
旧型にはなかった機能が多く備わっていま
す。 
 
 
 
デイビス： 
重さはいくらなんですか？ 
 
テイラー： 
わずか900グラムなんです。	
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be equipped with～    ～が備わっている 
weigh(V)          　　　          重さが～である 
 

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。 	

It looks like last year’s model. 
去年モデルのように見えますね。	
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LANGUAGE FOCUS  
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 73 
Level A2 Business English 

It looks like last year’s model. 
去年モデルのように見えますね。	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Describe the following items.  
練習1：  感覚動詞＋likeの表現を用いて、以下の商品を説明してみましょう。	

Activity 2: Your tutor will describe something. Please guess what it is. 
練習2： 先生が今から何かの説明をします。それが何なのかをあててみましょう。	
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Expressing Similarity or Comparison Using Senses 
感覚になぞらえて、似ているもの・比較を表現する	

5 SENSES + LIKE  
1.taste like     2.smell like     3.sound like 

4.look like      5.feel like	

This non-alcoholic beer tastes like real beer.	

This room smells like cigarettes. 

This deal sounds like a win-win situation for 
both sides.	

We decorated the tower to look like a Christmas 
tree. 

This cloth feels like silk. 

五感を表す動詞＋like	

1.　～のような味がする 
2.　～のようなにおいがする 
3.　～のように聞こえる 
4.　～のように見える 
5.　～のように感じる	

このノンアルコールビールは本当のビー
ルのような味がします。 

この部屋はタバコ臭いですね。 

この取引は双方にとってメリットがあるよ
うですね。 

 
タワーをクリスマスツリーに見えるように
飾りました。 
 

この布は絹のような手触りですね。 
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