
SITUATION

Jack is talking about theme parks with Grace.

ジャックはグレースとテーマパークについて話しています。

Jack  : Which do you like, theme parks 

or fairs?

Grace: I like fairs.

Jack  : Really? Why?

Grace: Fairs are more exciting than

theme parks. You don’t have to 

wait hours to go on a ride.      

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。

ジャック：
テーマパークと移動遊園地は
どっちが好き？

グレース：
私は移動遊園地が好き。

ジャック：
本当？なんで？

グレース：
移動遊園地はテーマパークより
ワクワクするわ。乗り物に乗る
のに何時間も待つ必要もないし。
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状況

ダイアログ
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Level A1 General English

which どちら

like 好き

fair 移動遊園地

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。

Fairs are more exciting 

than theme parks.
移動遊園地（Fair）はテーマパークよりワクワクする。
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Comparatives With More

Moreを使って比較する

excite ワクワクする、興奮する

ride ～に乗る
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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 69
Level A1 General English

Hints
ヒント interesting 面白い

popular 人気がある

safe 安全な

5

Activity1: Which adjectives below need “more”?
練習1： moreを使う形容詞はどれですか？

New York is more exciting 

than Nagoya.

dangerous 危険な

thin 痩せた

loose 緩む

ニューヨークは名古屋よりエキサイティングです。

練習
6 ACTIVITY

1. She looks (                   ). Has she lost weight?

2. This shirt is too tight. I need a (                    ) one.

3. Tokyo is expensive. I like to live in a (                    ) city.

4. I can’t hear you. Can you speak a little (                    )?

5. There were a lot of people on the subway. It was (                  ) than usual. 

Comparatives
比較級

1. fast             2. high              3. interesting       4. popular         

5. nice            6. beautiful       7. exciting            8. young

9. small         10. safe            11. dangerous     12. thin

Activity3: Complete the following sentences.
練習3： 下記の文章を完成させましょう。

weight 体重

expensive 高価な

crowded 混んでいる

Activity2: Make comparisons using the words above.
練習2： 上記の単語を使って、比較の文を作ってみましょう。

Fairs are more exciting 

than theme parks.
移動遊園地（Fair）はテーマパークよりワクワクする。
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Comparatives With More

Moreを使って比較する


