
SITUATION  
A wife is talking to her husband about their son’s allowance.  
妻が夫に、息子のお小遣いについて相談しています。	

Wife      : Fred asked me to raise his allowance.  
         I think I’ll raise it to 60 dollars a month. 

 
Husband : I disagree with you. It’s too much for an     
                elementary school student. Why does he   
                want more money? 
 
Wife       : He says he wants to buy more video games  
                 for his computer.	
	
Husband : If he wants a higher allowance then he  
                needs to help more around the house and 
                get better grades in school. 	

DIALOGUE   

妻： 
フレッドがお小遣いを上げてくれって頼 
んできたわ。月６０ドルまで上げようか 
と思うんだけど。 
 
夫： 
僕は反対だな。小学生に月６０ドルはす 
ぎるよ。どうして彼はお金をもっとほしが 
っているの？ 
 
妻： 
彼はコンピューターのゲームをもっと買 
いたいって言っているのよ。 
 
夫： 
もし彼が小遣いを上げてほしいのなら 
もっと家の周りのことを手伝うことと、学 
校でもっといい成績を取ってくることが 
必要だね。 
 

Lesson 44 
Expressing Agreement/Disagreement 

賛成・反対の意思を示す 

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 
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語い	

Level A2 General English 

I disagree with you. 
私はあなたに反対です。	

1 

2 

3 

4 

allowance         　小遣い 
raise A to B　　　　AをBまで上げる 
disagree with～　～に反対だ 

higher　　より高い 
grades　  成績 
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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。 	

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。 	



LANGUAGE FOCUS  

Expressing Agreement or Disagreement 
賛成・反対の意思を示す	

EXPRESSIONS TO AGREE 
I agree with you. 

That’s for sure. 

Absolutely. 

I was just going to say that. 

私はあなたに賛成です。 

確かに。 

全くです。 

私もそう言おうとしていたところです。 

賛成を表す表現	

今日のポイント	

Lesson 44 
Level A2 General English 

I disagree with you. 
私はあなたに反対です。	

I disagree with you. 

I don’t think so. 

I’m not sure about that. 

私はあなたに反対です。 

私はそうは思いません。 

それはどうでしょうか。	

反対を表す表現	

ACTIVITY 
練習	

Activity : Give your opinion about the statements below using the expressions above. 
練習：　下の主張に対するあなたの意見を、上で学んだ表現を用いて述べてみましょう。 	

5 

6 

EXPRESSIONS TO DISAGREE 

1.  English should be a required subject in all grades in school in Japan.  
Ex: I agree with this statement, mainly because the younger the children, the faster they absorb new material.	
 
2.  Smoking should be banned everywhere in Japan.	
	

3.  Trains should run 24 hours a day.	

 	
Hints 
ヒント	 required　 必修の 	

subject　　科目	

absorb　　 吸収する	

materials　資料・データ	

banned　　 法律で禁じられた	

run　　        運行する	
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Expressing Agreement/Disagreement 
賛成・反対の意思を示す 

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。 	


