
SITUATION  
Lisa is talking with Danny. 
リサはダニーと話しています。 

Lisa    : Hey, let’s try to get into the same university! I  
             really want to go to Harvard. 
 
Danny: I have no chance. I am not as bright as you. 
 
Lisa    : You might think that way but I know you’ve got a  
             special talent that not many of us have.  
 
Danny: Thanks for that Lisa but I really don’t think I can  
             enter Harvard. It’s my dream though. 
 
Lisa    : Well, we never know unless we try, right? Let’s be  
             positive here! 
 
Danny: Thanks for encouraging me. 

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。 	

リサ：	
ねえ、一緒の大学に行きましょうよ。	
私、実はハーバードに行きたいの。	
	
	
ダニー：	
うーん、僕には無理だよ。君みたいに	
賢くないから。	
	
リサ：	
あなたはそう思うかもしれないけど、	
あなたには他のみんなが持っていな	
い才能があるのよ。	

	
ダニー：	
リサありがとう。だけど実際のところ	
ハーバードに入るのは無理だと思うよ。	
夢ではあるけどね。	
	
リサ：	
挑戦するまではどうなるかわからない	
じゃない。前向きに行きましょう。	
	
	
ダニー：	
励ましてくれてありがとう。	
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Harvard (university)   ハーバード大学  
no chance　　チャンスがない 
bright  　　　　 賢い 
talent             才能  

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。 	

You might think that way but... .  
あなたはそう思うかもしれませんが・・・、	
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dream　     夢 
positive 　 ポジティブ  
research　 リサーチ 
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LANGUAGE FOCUS  

Disagreeing 
反論する 

あなたはこの結果を良好な結果と思
うかもしれませんが、私はそうは思い
ません。 

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。 	

私は断固あなたに反対です。	

完全にあなたが理解できない 

あなたは完全に間違ってます。	

ACTIVITY 
練習	

1.  Alcohol should be illegal. 

2.  Children should provide room and board for their aging parents. 

3.  Studying grammar is more important than practicing conversation skills. 

4.  Television is the leading cause of violence in today's society. 

5.  Smoking should be permitted in public places. 

6.  Lawyers should make a higher salary than nurses. 

7.  Rock and roll is the best kind of music. 

5 

6 

Your view and mine are totally different. 

You might see this as a positive result but I  
really don’t think so. 

あなたの考えに反対しないといけない。 

Activity : Listen to your tutor read the sentences below. Disagree with them and explain why.  
練習：　先生が下記の内容を読むのを聞いて、反対の意見を述べつつ、理由も言いましょう。	

あなたと私の視点は全く違います。 

I totally don’t understand you.   

I must disagree with your idea. 

I absolutely disagree with you. 

You are totally wrong about it. 
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