Level A2 Business English

Lesson 61

Talking About Actions Using Not + INFINITIVE
Not+不定詞を使って行動について話す	

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

We agreed not to do business
with the company.
あの会社とは取引をしないことで合意しました。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Lee and Mr. Sato are talking about their company’s negotiation with YY Corporation.
リーさんと佐藤さんが、YYコーポレーションと自社との交渉について話をしています。	

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. Lee : How are our negotiations with YY
Corporation going?

リー：
YYコーポレーションとの交渉はどうなって
いますかね。

Mr. Sato: Oh, didn’t you know? We agreed not to
do business with the company.

佐藤：
あれ、ご存じなかったですか。あの会社と
は取引しないことで合意したんですよ。

Mr. Lee : Oh, did we? Why? It was in the last stage,
wasn’t it?

リー：
あら、そうですか？なぜ？確か交渉は最
終段階でしたよね。

Mr. Sato: We failed to reach an agreement on the
price. It was only a few days ago.

佐藤：
価格面で合意に至らなかったんですよ。
ほんの数日前のことですよ。

Mr. Lee : I didn’t know that.

リー：
それは知らなかったな。

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。 	

in the last stage
agreement

最終段階に
合意、同意

negotiation
fail to～

交渉
～できない
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

We agreed not to do business
with the company.
あの会社とは取引をしないことで合意しました。	

Talking About Actions Using Not +Infinitive
不定詞の否定形	

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。 	

NOT + TO + VERB

NOT + TO + 動詞	

We decided not to import goods from the company.

我が社はその会社から商品を輸入しない
ことに決定しました。

Try not to think about the mistake too much.

あんまりミスしたことを考えすぎないように。

Our factories adopt methods not to harm the
environment.

我が社の工場では、環境を傷つけないよ
うな手段を採用しております。

IN ORDER [ SO AS ] + NOT + TO + VERB

IN ORDER[SO AS]+ NOT + TO+動詞

Our hotel is designed so as not to damage the
environment.

当ホテルは環境を害さないようにデザイン
されています。

You should have chosen your words in order not
to offend them.

先方を怒らせないように言葉を選ぶべきで
したね。

We adopted a double-check system in order not
to overlook any mistakes.

我が社ではいかなる間違いも見過ごさな
いようにダブルチェックシステムを取り入れ
ております。

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Complete the sentences following the example below.
練習1 ： 下の例に倣って、文を完成させましょう。	

Ex. Be careful. Don’t include unnecessary information
→Be careful not to include unnecessary information.
1. Be careful. Don’t be too personal with your customers.
→
2. Let’s go by taxi because we’ll be late if we walk there.
→
in order not to
3. Please handle this item with care because it’s easy to break.
→
so as not to

Activity 2: Tell your teacher what you decided not to do.
練習2 ：あなたがしないと決めたことについて講師に話してみてください。	
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