Level A2 Business English

Apologizing Using I’m Sorry That
I’m Sorry Thatを使って残念な気持ちを表す	

Lesson 44

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I’m sorry that we couldn’t
offer you a suitable package.
ちょうど良いプランを提供できなくて申し訳ありません。	

2 SITUATION
状況	
Ms. Woods works for a travel agency.
A customer looking for a tour package to Kyoto comes to her office one day.
ウッズさんは旅行代理店で働いています。
京都へのパックツアーを探しているお客様が彼女のお店にやってきました。

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。 	

Customer : I’m looking for a tour package to Kyoto
for 3 days and 2 nights.

客：
京都への２泊３日のパックツアーを探している
んですが。
ウッズ：
ご予算はいくらですか？

Ms. Woods: What’s your price range?
Customer : Less than ¥30,000 per person, including
accommodation and transportation.
Ms. Woods: Let me see….um… Even the cheapest we
can offer costs ¥35,000.

客：
宿泊費交通費込で一人当たり３万円までです。

ウッズ：
そうですね…うーん…当社で扱う一番安いプ
ランでも３万５千円かかります。
客：
そうですか。他を当たってみます。

Customer : I see. I’ll try another agency.
Ms. Woods: I’m sorry that we couldn’t offer you a
suitable package.

ウッズ：
適当なツアーがご提供できず申し訳ございま
せん。	

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。 	

package
accommodation
agency

パックツアー、一連のサービス
宿泊施設
代理店

price range
transportation
suitable

予算
交通
適当な、ふさわしい
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I’m sorry that we couldn’t
offer you a suitable package.
ちょうど良いプランをご提供できなくて申し訳ありません。	

Apologizing Using I’m Sorry That
I’m sorry that を使って残念な気持ちを表す	

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’M SORRY THAT…..
I am sorry that I can’t be of much help.

あんまりお役にたてなくて申し訳ないです。

I’m sorry that you failed to pass the certification
exam.

あなたが資格試験に合格できなくて残念です。

I’m sorry that I couldn’t let you know in advance.

前もってお知らせできなくて申し訳ありません。

SIMILAR EXPRESSIONS	

類似表現

I feel sorry that the documents were insufficient.

書類に不備がございましたことを申し訳なく思います。

It’s a pity that she had to quit her job due to her
family circumstances.

彼女が家庭の事情で仕事を辞めなければならな
かったのは残念です。

It’s very unfortunate that you got fired.

あなたが解雇されたとは本当に残念なことです。

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Make an apology for the situations below.
練習1： 以下の状況に合わせて、残念な気持ちを述べましょう。	

1. A: I haven’t got my order yet. It’s supposed to arrive by
today.
B:
2. A: My boss, whom I depend on so much, will retire soon.
B:
3. A: My proposal was rejected at the conference.
B:
Activity 2: Tell your tutor about recent apologies that you made at work.
Tell your tutor what you said using I’m sorry that.
練習2： 先生に最近あなたが職場で残念に思ったことについて言いましょう。
	
そこであなたが言ったことを、I’m sorry that を使って表してみましょう。	
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