
SITUATION  
Mika is talking to Jane about summers in Japan. 
ミカはジェーンに日本の夏について話しています。 

Mika : The news says that the rainy season has  
           finished. Summer has arrived! 
 
Jane : Yeah, this is my first summer in Japan.  
           I wonder which is hotter, Tokyo or London? 
 
Mika : I think Tokyo is hotter than London in August.  
           It is so hot and humid in Tokyo that you can’t  
           sleep without an air conditioner. 
 
Jane : Wow! I hope that I won’t suffer from heat stroke. 
 

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。 	

ミカ：	
ニュースによると梅雨が終わったそう	
よ。夏が来たわね！	
	
ジェーン：	
ええ、私にとっては初めての日本の	
夏よ。東京とロンドンでどちらの方が	
暑いのかしら？	
	
ミカ：	
８月は東京の方がロンドンより暑いと	
思うわ。東京ではあまりに蒸し暑くて	
エアコンなしでは眠れないのよ。	
	
	
ジェーン：	
ええ！熱中症にならないといいなぁ。	
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so～ that…　　　　　　とても～なので… 
air conditioner        エアコン 
heat          　　　  暑さ 

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。 	

Tokyo is hotter than London 
in August. 
８月は東京の方がロンドンより暑いです。	
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humid         　　 ムシムシした 
suffer from～　　 ～に苦しむ 
heat stroke　　　  熱中症	

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 	
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ADJECTIVE/ADVERBS+-ER 
Tokyo is hotter than London in August. 

He speaks faster than his sister. 

The Skytree is taller than Tokyo Tower.	

His house is larger than mine. 

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 70 
Level A2 General English 

Tokyo is hotter than London  
in August. 

ACTIVITY 
練習	

Activity : Make comparisons about the following topics. 
練習： 下記のトピックについて、比較の文を作ってみましょう。	
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形容詞/副詞＋－er	

東京は８月はロンドンより暑いです。 

MORE+ADJECTIVE/ADVERBS more + 形容詞/副詞	

この鞄はあの鞄より値段が高い。 This bag is more expensive than that one. 

She can walk more quickly than her mother. 

My younger brother is more handsome than my  
older brother. 

movies     food     sports     cars	
countries     cities    animals 	

famous people    music 	

Example: Thai food is spicier than Mexican food. 	

８月は東京の方がロンドンより暑いです。	

彼は妹より早くしゃべる。 

スカイツリーは東京タワーより高い。 

彼の家は私のより大きい。 

彼女は母親より早く歩ける。	

私の弟は私の兄よりもハンサムだ。	
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