Level B1 Business English

Apologizing To Social Invite
招待に対する謝罪

Lesson 78

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Unfortunately, I won’t be able to
make it.
残念ですが、行けそうにありません。

2 SITUATION
状況

Natty is talking with her business partner Sam on the phone.
ナッティーはビジネスパートナーのサムと電話で話しています。

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。

Sam : Good afternoon Natty, are you ready for the
upcoming event on Thursday?

サム：
こんにちはナッティー、木曜日のイベントの
準備はできた？
.

Natty: Oh. I was going to email you about that.

ナッティー：
それについてメールしようとしてたのよ。

Sam : Is everything ok?

サム：
すべて問題ないかな？

Natty: Unfortunately, I won’t be able to make it. My
mother is unwell, and I am the only one who
can look after her so I will be away for about
2 weeks or so. I am so sorry.
Sam : Oh. Sorry to hear about your mother. I hope
she will get better soon.

ナッティー：
残念だけど、私が行けなくなってしまって。
母の具合が悪くて私しか面倒を見る人がい
なくて。だから２週間ぐらい不在になるの、ご
めんなさい。
サム：
それは大変だね。すぐに良くなるといいね。

ナッティー：
親切にありがとう。

Natty: Very kind of you. Thank you.

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。

unfortunately 残念ながら
unwell 具合が悪い

look after 面倒を見る
away 離れて
get better 良くなる
Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd.

Level B1 Business English

Apologizing To Social Invite
招待に対する謝罪

Lesson 78

FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Unfortunately, I won’t be able to
make it.
残念ですが、行けそうにありません。

Apologizing To Social Invite
招待に対する謝罪

I am sorry, however I can not attend the conference.

申し訳ないのですが、会議に出席することはで
きません。

My apology for not being able to participate in the event.

そのイベントに参加できないことを謝罪します。

Unfortunately, I can not make it on time. I am sorry about this.

残念ですが時間通りに行くことはできません。
申し訳ないです。

I am sorry. I won’t be able to join you this time.

ごめんなさい、今回は参加できないよ。

Unfortunately, I can not attend the party. Please accept my
apology.

残念ですがパーティーに参加できません。お許
しください。

I am sorry, however I won’t be able to be a part of the event
unfortunately.

すみません、残念ですがこのイベントには参加
できません。

I am terribly sorry. However, I will be away from Japan and
can not make it.

本当に申し訳ないのですが日本にいないので
できません。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Make an apology for not being able to
attend your company’s party.
練習1：会社のパーティに行けないことについて、おわびする文を作っ
てみましょう。

Activity 2: Tell your tutor about the times that you
have had to apologize for not attending a social
event.

Hints
ヒント
join 参加する
attend 出席する
participate 参加する
pass 渡す

練習2： これまでの、あなたが知人からの誘いに参加できずに
お詫びした経験について、先生に話してみましょう。
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