Level A2 Business English

Expressing Desires
願望を表す

Lesson 37

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I hope that they will accept
our proposal.
彼らが我々の提案を受け入れてくれるといいのですが。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Ono asks Ms. Hudson how the meeting was.
In the meeting, they made an important proposal to the other company.
小野さんはハドソンさんに会議はどうだったかと尋ねます。
その会議で彼らの会社は先方に重要な提案を行いました。

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. Ono

: How was the meeting with OK
Company? Did they accept our
proposal?

Ms. Hudson: Not yet. They said they would
contact us after they review it.
Mr. Ono

: I hope that they will accept our
proposal.

Ms. Hudson: I hope so, too. Our company’s future
depends on their decision.

小野：
OK社の方々との会議はどうでしたか？
我々の提案は受け入れてもらえましたか？

	
ハドソン：
まだです。再度検討した後で連絡すると言っ
ていました。	
	
	
小野：
我々の提案を受け入れてもらえるといいで
すね。

ハドソン：
私もそう思っています。我が社の将来は彼
らの決断にかかってますから。

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。 	

accept
contact

受け入れる、賛同する
連絡する

proposal
decision

提案
決断
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I hope that they will accept our
proposal.
彼らが我々の提案を受け入れてくれるといいですね。	

Expressing Desires
希望・願望を表す	

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。 	

I HOPE (THAT)…
I hope my presentation will be successful.

私のプレゼンが成功することを願っています。
	
彼らがこのプロジェクトに融資してくれること
を願っています。	
	
彼女があまり遅くまで働かないといいなと思
います。	

We hope they will finance the project.
I hope she doesn’t work too late.

SIMILAR EXPRESSIONS
I wish you continued success in your new
position.

新しい職場でも変わらずご活躍されますよう
願っております。	

I don’t want you to rush this project.

あなたにこのプロジェクトを急いでやってほしく
ありません。
	
私どもの商品にご満足頂きたいと思います。

	

We want you to be satisfied with our product.
(×We want that you will be satisfied with our product)

	

Will they agree to do business with us?
–I hope so.(=I hope they will agree to do business with us.)

彼らは私たちとの業務提携に賛成してくれるで
しょうか。
―そうだといいのですが。

Will the dollar depreciate further against the yen?
–I hope not. (=I hope the dollar won’t depreciate further～.)

まだ今以上に円高ドル安が進むのでしょうか？
―そうでないといいのですが。

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Use the words below to make sentences expressing desires.
練習1： 下記の語句を使って、願望を表す文章を完成させましょう。	

1.
2.
3.
4.

draw up a cost estimate: 見積書を作成する
achieve a budget surplus: 黒字になる
the weather changes
take a long vacation

Activity 2: Tell your tutor about some of your desires about your job.
練習2： 先生に仕事上であなたが願っていることについて自由に話してみましょう。	
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