Level A2 Business English

Expressing Necessity
必要性を表す	

Lesson 26

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I need to finish this report by
Friday.
この報告書を金曜までに終わらせねばなりません。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Tanaka comes back to the office to pick up his belongings
and finds Ms. Deeds still working.
田中さんがオフィスに忘れ物を取りに戻ると、ディーズさんがまだ仕事をしています。	

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。 	

Mr. Tanaka: Are you still working? It’s already
9:00.
Ms. Deeds : I need to finish this report by Friday.
I don’t mind working overtime. I
could ask you the same question.
Mr. Tanaka: I just came back to pick up my
belongings. Don’t work too late, Ms.
Deeds.
Ms. Deeds : Thank you for your concern.

田中：	
まだ仕事しているんですか。もう９時
ですよ。	
	
	
ディーズ：	
この報告書を金曜までに終わらせね
ばならないんです。それに、私は残業
は気にしないんで。そういう田中さん
は？	
	
	
田中：	
私は忘れ物を取りに戻っただけです
よ。あまり働きすぎないでくださいね、
ディーズさん。	
	
	
ディーズ：	
お気遣いありがとうございます。	

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。 	

mind
belonging

嫌だと思う
持ち物

	

overtime
concern

残業
気遣い、心遣い	
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I need to finish this report by
Friday.

この報告書を金曜までに終わらせねばなりません。	

Expressing Necessity
必要性の表し方	

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。 	

EXPRESSING NECESSITY

必要であることを述べる	

I need to count our inventory of products.

製品の在庫数を数えなければなりません。

I have to admit you’re right.

あなたが正しいと認めざるを得ないですね。

We must come to an agreement.

我々は合意に達しないといけません。

EXPRESSING UNNECESSITY

不要であることを述べる	

You don’t need to apologize.

謝る必要はないですよ。	

You don’t have to make a decision right now.

今すぐに決定しなくても大丈夫です。	

We needn’t discuss the matter any more.

もうこれ以上その件に関して話し合う必要は
ありません。	

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Express the necessities using the given words and phrases.
練習1： 与えられた語句を用いて、しなければならないことを述べてみましょう。	

1. [ confirm / reservation ]

＊confirm: 確認する reservation: 予約

2. [ arrange / a meeting with～ ] ＊arrange: 手配する
3. [ work overtime ]
4. [ meet / deadline ] ＊deadline: 納期	
Activity 2: Tell your tutor about your necessities.
練習2： あなたのしなければいけないことを講師に話してみましょう。	
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