Level B1 Business English

Verb + Subjective Demand/ Recommend
要求や推奨を表す 動詞 + 仮定法の使い方

Lesson 60

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I insist that exceptions not be made.
例外は認めないと強く主張します。

2 SITUATION
状況
David is talking with his colleague Susan.
デイビッドは同僚のスーザンと話しています。

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。

David: Prepare all the documents and our company profile for
the guest by Thursday the 21st. .

デイビッド：
.
お客様への全ての書類と我々の会社概要
とを21日の木曜日までに準備するように。

Susan: Sure.

スーザン：
かしこまりました。

David: We are expecting that about 200 people will attend our
training session. Make sure to prepare enough chairs
for them, and chose the venue carefully.

デイビッド：
我々の研修におよそ200名の人が参加する
ことになっています。充分な椅子を用意して、
会場も注意して選ぶように。

Susan: Alright.

スーザン：
分かりました。

David: It is a very important session for us so I insist that
exceptions not be made.

デイビッド：
これは我々にとってとても重要な会合だか
ら、例外は認めませんよ。

Susan: Sure. I will be extra careful handling this.

スーザン：
かしこまりました。充分気をつけて対応しま
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。

profile
venue

紹介、プロフィール
開催地、発生地

exception 例外
handle 扱う
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Level B1 Business English

Verb + Subjunctive Demand/ Recommend
要求や推奨を表す 動詞 + 仮定法の使い方

Lesson 60

FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I insist that exceptions not be made .
例外は認めないと強く主張します。

Verb + Subjunctive To Demand or Recommend Something
要求や推奨を表す 動詞 + 仮定法の使い方

I suggest that you analyze this problem thoroughly.

その問題をくまなく分析したほうがいいで
すよ。

I propose that we take a 15 minute break between session 1 and 2.

セッション1と2の間で15分休憩を取りま
せんか。

I demand that you finish this task by the latest on Friday the 31st.

直近の金曜日、31日までにこのタスク
を終わらせてください。

I recommend that you read this influential book written in Dutch.

このオランダ語で書かれた影響力のあ
る本を読んでみてください。

I request that you wear something appropriate to the coming
seminar.

来たるセミナーではちゃんとした格好で
行くことをおすすめします。
月曜日には支出報告を提出してください。

I insist that you hand in the expense report by Monday.

その調査に関して手をつけ始めたほうが
いいと思いますよ。

I suggest that you start working on that survey.

6 ACTIVITY
練習
Activity. Create sentences using the words below.
練習： 下記の語を使って文を作りましょう。

advise (that)
ask (that)
command (that)
demand (that)
desire (that)
insist (that)
propose (that)
recommend (that)
request (that)
suggest (that)
urge (that)

Hints
ヒント
advise (that) ～と忠告する
command (that) ～するように命令する
desire (that) ～を要望する
insist (that) ～と主張する
urge (that) ～と主張する
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