Level A2 Business English

Expressing Agreement Briefly
同意していることを短く示す

Lesson 46

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I don’t think that is a good idea.
―Me either.
それはいい考えだとは思いません。―私もです。

2 SITUATION
状況
A project team is holding a meeting,
They are discussing the price of their new product.
プロジェクトチームが会議で新製品の価格について話し合っています。

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. Wilson: Considering the average income of the
of the consumer, we should lower the
product price.

ウィルソン：
消費者の平均収入を考慮すると、この
商品はもっと安くしなければなりませ
ん。

Mr. James: I don’t think that’s a good idea, given
the cost price.

ジェームス：
原価のことを考えると、それはいい考
えだとは思えませんね。

Ms. White : Me, either. We want to attract high-end
consumers, don’t we?

ホワイト：
私もです。私たちは高級志向の消費
者を惹きつけたいんですよね？

Mr. James: Yes, so I don’t think we should lower the
price.

ジェームス：
そうです。なので、私は価格を下げる
べきではないと思うんです。

Mr. Wilson: Both of you are totally right.

ウィルソン：
二人とも、ごもっともです。

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。
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I don’t think that is a good idea.
―Me either.
それはいい考えだとは思いません。―私もです。

Express Agreement Briefly
同意していることを短く示す表現方法

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。

RESPONSE TO A NEGATIVE STATEMENT

否定文に対して

I don’t think we should accept their offer.
―Me either.

私は彼らの申し出を受け入れるべきだとは思い
ません。―私もです。

I can’t see any alternative plan.
―Me neither.

代替案が思いつきません。―私もです。

I don’t think it’s a good idea.
―I do.

私はそれがいい考えだと思いません。
―私はいいと思いますが。

RESPONSE TO A POSITIVE STATEMENT

肯定文に対して

I was very impressed with his presentation.
―Me, too.

私は彼のプレゼンに非常に感銘を受けました。
―私もです。

I have complete faith in Mr. Sasaki.
―So do I.

私は佐々木さんに全面的な信頼を寄せています。
―私もです。

I think this is the best choice.
―I don’t.

私はこれが最良の選択だと思います。
―私はそう思いません。

NOT ME

「私は違います」

Is anyone familiar with programming?
—Not me.

誰かプログラミングに詳しい人？
―私は違います。

6 ACTIVITY
練習
Activity1 : Answer the questions below by agreeing or disagreeing.
練習１： 下記の質問に同意/反対で答えてみましょう。

1. I love beer.
6. I don’t drink whisky.
2. I don’t like natto.
7. I’m never late.
3. I do regular exercise.
8. I’m sometimes late.
4. I love sushi.
9. I can’t run fast.
5. I try to work hard.
10. I always wake up early.
Activity 2: Your tutor will talk about some subjects.
Please respond using the expressions you’ve learned.
練習2：先生が今からいくつかのテーマに関する話をするので、習った表現を用いて返答してみましょう。
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