Level B1 Business English

Expressing Your Opinions
意見を述べる

Lesson 1

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Mr. Smith, it is a pleasure to
see you again.
スミスさん、またお会いすることができて光栄です。

2 SITUATION
状況
Kenji is talking to Mr. Smith, a sales manager from another branch.
健二は他の支社のセールスマネージャーであるスミスさんと話しています。

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。

Kenji

健二：
スミスさん、またお会い出来て光栄です。
お元気ですか。

: Mr. Smith, it is a pleasure to see you
again. How are you doing?

Mr. Smith: Hello, Mr. Yamanaka. I’m good, thank
you. And you?
Kenji

スミス：
こんにちは、山中さん。ええ、私は元気
ですよ。ありがとう。それであなたは？

: I’m pretty well, thank you. I heard
you’ve been busy with the new project.

健二：
とても元気です。ありがとう。新しいプロ
ジェクトでとても忙しいと伺っていますよ。
スミス：
ええ。このプロジェクトは私が今まで手
がけた中で最も重要なものだと思ってい
ます。

Mr. Smith: Yes. I think that this is the most
important project I’ve worked on.
Kenji

: I hope you’ll be alright at the sales
meeting later this afternoon. I think it’s
necessary for both of us to be wellprepared for it.

Mr. Smith: I hope so. In my opinion, we have a very
good chance.

Kenji

: It’s important to be confident.

健二：
このあと今日の午後にある販売会議の
準備ができていると願ってますよ。私た
ちにとってしっかり準備がされていること
が必須ですからね。
スミス：
私もそう願っています。私の見解ですが、
いいチャンスですからね。
健二：
自信を持つことは重要ですよね。

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。

well-prepared よく準備された
confident 自信のある

necessary

必要な、必須の
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Mr. Smith, it is a pleasure to
see you again.
スミスさん、またお会いすることができて光栄です。

Express Your Opinions
あなたの意見を述べましょう。

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。

It’s important to organize your ideas.

自分の考えをまとめることは重要です。

I think it’s good to be ahead of schedule.

予定より早く仕事を進めることは好ましいです。

It’s necessary to work well as a team.

チームで協力して働くことは必須です。

In my opinion it’s important to ask for advice.

私の見解では、アドバイスを求めることは良いことです。

I believe it’s risky to make decisions without
thinking carefully first.

良く考慮する前に行動を起こすことは危険だと思います。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Read the situations and give your opinions
to your tutor.

Hints
ヒント

練習１： 状況を読んで先生に自分の考えを伝えましょう。

Expressing your opinion :

1. How can you be successful at business?

I think that… …だと思います

2. Is it important to work as a team?

In my opinion… 私の意見は…
I believe that… …と信じています

3. How much overtime should you do?

It’s important to… …は重要です

It’s necessary to… …が必要です

Activity 2: What is your ideal workplace?
Discuss it with your tutor.
練習2： あなたが思う理想の職場について先生と話し合ってみましょう。
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