
SITUATION  
Mr. Parker is talking to Mr. Ito about the World Cup. 
パーカーさんが伊藤さんにワールドカップについて話しかけます。	

Mr. Parker: The World Cup started. When is Japan’s 
first game? 

 
Mr. Ito       : Actually it’s today. That’s why I feel like 

finishing work early today. I want to 
watch the game on TV at home. 

 
Mr. Parker: Why don’t you leave work early? 
                      
Mr. Ito       : I can’t because I have to work overtime 

to put together this report on the new 
plan. 

DIALOGUE   
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。 	

パーカー： 
ワールドカップが始まりましたね。日本の
初戦はいつですか？ 
 
 
伊藤： 
実は今日なんです。だから私は今日は早
く仕事を終えたい気分なんです。試合を
家のテレビで見たいんです。 
 
	
 
パーカー： 
仕事を早く切り上げてはいかがですか？	
 
伊藤： 
それが無理なんです。新企画に関するこ
の報告書をまとめるために残業せねばな
らないので。 

Lesson 21 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 Business English 

feel like verb + ing   ～したい気分だ 

put together            まとめる 

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。 	

I feel like finishing work early 
today. 
今日は早く仕事を終えたい気分です。	

Why don’t you～?   ～してはどうですか	
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Stating An Opinion About Doing Something 
 何かしようと意見を伝える 
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

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。 	

Lesson 21 
Level A2 Business English 

I feel like finishing work early  
today. 
今日は早く仕事を終えたい気分です。	

ACTIVITY 
練習	
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Stating An Opinion About Doing Something 
何かしたいことについての意見を述べる	

Verb+Preposition+Verb+ing	

PRESENT 	

  I feel like taking a short rest. 

  I dream of becoming president of this company. 

  I’m thinking of attending night classes at the  
  university. 

  They are thinking of cooperating with us. 

PAST TENSE	

  We decided against investing in the business idea. 

  They approved of spending more than $500 for a  
  new computer for the office.  

  He insisted on visiting the company alone. 

動詞+前置詞+動詞+ing	

現在形	

ちょっと休憩したい気分です。 
 
私はこの会社の社長になることを夢見ている。 
 
大学の夜間コースに通おうかと思っている。 
 
 
彼らは我々との業務提携を考えています。 
 

過去形	

我々はその事業アイディアに投資しないことに 
決定した。 
 
彼らはオフィスの新しいコンピューターに500ドル 
以上費やすことを承認した。 
 
彼は自分一人でその社を訪問すると言い張った。 
 

Activity : Complete the sentences below. 
練習：　下記のセンテンスの続きを自分のアイデアで完成させましょう。	

1.  He is dreaming of ____________	
2.  I don’t feel like ____________	
3.  He insisted on ____________	
4.  Have you ever thought of ______________ 
5.  We cannot approve of ______________	
6.  They decided against ______________	
7.  I’m looking forward to ______________	
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Stating An Opinion About Doing Something 
 何かしようと意見を伝える 

Hints 
approve of    〜に賛成する 　　　　 　look forward to〜　 〜を楽しみに待つ 
ヒント	


