
SITUATION

Paul is asking John for advice about living in Tokyo.

ポールはジョンに東京に住む上でのアドバイスを求めています。

Paul: I’m thinking about studying in Tokyo.

Would you say that Tokyo is more expensive

than New York?

John: Yes, I would. The rent is about the same but 

food and other things are much more  

expensive.

Paul: Would you say that the weather is warmer  

there in the winter than in New York?

John: You hardly see any snow in Tokyo and the 

temperature is quite mild. But the summers 

are really humid.

DIALOGUE 

ポール：
東京で勉強しようかと思ってるんだ。
東京はニューヨークより物価が高い
かな？

ジョン：
うん。家賃は大体おなじくらいだけど、
食べ物や他の物はずっと高いよ。

ポール：
冬の気候はニューヨークよりも暖か
いかな？

ジョン：
東京ではほとんど雪をみることはな
いし、気温もかなり穏やかだよ。ただ
夏は本当にじめじめするよ。

Lesson 49 
Asking For Or Confirming Information

Using Would You Say

Would You Sayを使って情報を尋ねる・確認する
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Level A2 General English

advice アドバイス

expensive 高価な、物価が高い

temperature 気温

Would you say that Tokyo is more

expensive than New York?
東京はニューヨークよりも物価が高いといえますか。

mild 穏やかな

humid 湿気がある
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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 

Asking For Or Confirming Information Using Would You Say
Would you sayを使って情報を尋ねる・確認する

QUESTIONS
Would you say that Tokyo is more expensive than

New York?

Would you say that I would need to take really 

warm clothes?

Would you say that he is friendly?

今日のポイント

Lesson 49
Level A2 General English

Would you say that Tokyo is more 

expensive than New York?

RESPONSE
Yes, that’s right.

Yes, I would.

No, I wouldn’t.

No, you should…..

No,…..

はい、その通りです。

はい、そう思います。

いいえ、そう思いません。

いいえ、あなたは～すべきです。

いいえ、・・・

ACTIVITY
練習

Activity 1: Use the words below to make sentences using “would you say…”
練習1： 下記の語句を用いて”would you say …”を使った文を作ってみましょう。
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1. [ say / Japan’s future is bright ]

2. [ mean / you need money to buy a new car ]

3. [ say / your opinion is different from mine ]

4. [ mean / you want me to help you ]

東京はニューヨークよりも物価が高いですか？

とっても暖かい服を着るべきだと思いますか？

彼はフレンドリーだと思いますか？

Activity 2: Make some sentences to ask or confirm information with your tutor.
練習2： 先生と一緒に、情報を尋ねたり・確認したりする文を作ってみましょう。

東京はニューヨークよりも物価が高いといえますか。
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Asking For Or Confirming Information

Using Would You Say

Would You Sayを使って情報を尋ねる・確認する

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。


