Level B1 Business English

Asking For An Opinion
意見を求める

Lesson 71

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

What do you think about my idea?
私のアイデアについてどう思いますか？

2 SITUATION
状況
Kenji is talking with his colleague Sam.
ケンジは同僚のサムと話しています。

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: Hey, Sam. Have you got a minute?

ケンジ：
やあサム、ちょっといいかな？

Sam : Sure. What’s up?

サム： .
もちろん。どうしたの？

Kenji: I am thinking of taking a year off from work
and studying abroad to learn English.

ケンジ：
1年間仕事を休んで、英語を学ぶために留
学しようかと考えているんだ。
サム：
へえ。

Sam : Wow.

ケンジ：
僕の考えについてどう思う？

Kenji: What do you think about my idea?
Sam : I think that is a wonderful idea. You will
need to convince your boss though.
Kenji: Yeah, I know. That’s the first step I guess.

サム：
素晴らしい考えだと思うよ。もっともボスを説
得する必要があるよね…
ケンジ：
うん分かっているよ。それが初めの一歩だ
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。

Have you got a minute?
what’s up どうしたの？
off from work 仕事を休む
study abroad 留学する

ちょっといい？

convince 納得させる
though もっとも～だが
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

What do you think about my idea?
私のアイデアについてどう思いますか？

Asking For An Opinion
意見を求める
我々の提案についてのご意見はいかがでしょうか。

What is your opinion about our new proposal?
What do you think of finding a new tenant for our unit?

我々のユニットに新しいテナントを見つけてはいか
がですか？

What is your idea about expanding our business?

私たちの業務を拡大することに関して考えを聞か
せてください。

What do you think about our new HR manager?

私たちの人事マネージャーについてどう思います
か？

Which company do you think is the most successful in the
electronic device industry?

電子機器業界のうち、もっとも成功している会社は
どこだと思いますか？

What is your view on this?

これに関するあなたの見方はいかがですか？

What do you think about introducing flexible hours in our
company?

私たちの会社でフレックスタイム制を導入するのは
いかがでしょうか。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Ask your tutor an opinion question based on the following themes.
練習： 下記のテーマについて、先生の意見を聞いてみましょう。

• Dress code at work
• Flexible work hours
• Working from home
• Own idea
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