Level A2 Business English

Apologizing Using I’m Afraid That
I’m Afraid Thatを使って残念な気持ちを表す	

Lesson 43

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I’m afraid that we can’t make the
price any lower.
残念ながらこれ以上値段を下げることはできません。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Morris is negotiating the price with Mr. Jones.
モリスさんはジョーンズさんに価格交渉をしています。

3 DIALOGUE
ダイアログ	
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。 	

Mr. Jones : Have you looked over the estimates for
the purchases?
Mr. Morris: Yes. I think the totals are pretty high.
Can we get a $1.00 discount per product?
Mr. Jones : I’m afraid that we can’t make the price
any lower.

ジョーンズ：
購入見積書には目を通していただけま
したか？
	
モリス：
ええ。総額がかなり高いと思うんですが。
商品1個当たり1ドル安くなりませんか？
ジョーンズ：
残念ながら、これ以上値段を下げること
はできません。

モリス：
では大量購入割引はどうでしょう？

Mr. Morris: How about discounts for volume
purchases?

ジョーンズ：
マネージャーに相談してみます。	

Mr. Jones : I’ll ask our manager.

4 VOCABULARY
語い	
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。 	

look over
purchase
per

ざっと目を通す
購入
につき

estimate
discount
volume purchase

見積もり
割引
大量購入
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I’m afraid that we can’t make the
price any lower.
残念ながらこれ以上値段を下げることはできません。	

Apologizing Using I’m Afraid That
I’m afraid that を使って残念な気持ちを表す	

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。 	

I’M AFRAID (THAT)…
I’m afraid that you have the wrong number.

恐れ入りますが、番号をお間違えのようです。

I’m afraid that she’s on another line right now.

申し訳ございませんが、彼女は今別の電話に出
ております。

I’m afraid I can’t meet the deadline.

残念ながら締切に間に合いそうにありません。	

I’m afraid not.

残念ですができませんね。	

SIMILAR EXPRESSIONS	

類似表現

I’m sorry but the item is out of stock now.

申し訳ございませんがその商品は現在品切れです。

Unfortunately, we have yet to reach an
agreement with them.

残念ながら、彼らとはいまだ合意に至っておりませ
ん。

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Complete the conversations using ‘I’m afraid…’ Then practice with your tutor.
練習： I’m afraid…を用いて会話を完成させ、次に先生と練習してみましょう。

1. A: Can I speak to Mr. Salmon?
B:

. May I take a message?

2. A: Will you be able to work with us on this project?	
B:
.
3. A: Do you think the sales this year will exceed the last year’s?
B:
.
4. A: I’d like to make a reservation for a single room on September 10th. 	
B:
.
5. A: Will you lend me your PC?
B:

.	
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