
SITUATION

Mr. White has made an advertisement for a new product. He asks his boss, 

Mr. Taylor, for his opinion.

ホワイトさんは新商品の広告を作りました。上司のテイラーさんに意見を求めます。

Mr. White : This is an advertisement for our new product. 

I’d like to hear your opinion about it.

Mr. Taylor: Let me see. You had better change the 

design of the advertisement.

Mr. White : Specifically, in what way do you think we 

should change it?

Mr. Taylor: First, you should enlarge the name of the 

product because the letters are small and 

hard to read. Then, how about putting the 

photo in the middle to make it stand out?

Mr. White : OK, I’ll make the changes you suggested.

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。

ホワイト：
新製品の広告が出来ました。ご意見を伺い
たいのですが。

テイラー：
そうですね…。広告のデザインを変えたほう
がいいですよ。

ホワイト：
具体的には、どういう風に変えればよいとお
考えですか？

テイラー：
まず、文字が小さくて読みにくいので、商品
名を大きくした方がいいですね。それから、
もっと目立つように写真は真ん中にしてはど
うですか？

ホワイト：
わかりました、そのように変えてみます。
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Giving Someone Advice

助言をする

今日のフレーズ
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advertisement  広告

specifically             具体的に

make ～stand out ～を目立たせる

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。

You had better change the 

design of the advertisement.
広告のデザインを変えたほうがいいですよ。

product        製品、商品

enlarge         大きくする
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LANGUAGE FOCUS 

Giving Someone Advice
助言のしかた

GIVING ADVICE-affirmative sentence

You had better report it to your boss.

You should install antivirus software.

You had better call him to set up an 

appointment.

上司に報告した方がいいですよ。

ウィルス対策ソフトをインストールするべきですよ。

彼に電話してアポを取った方がいいですよ。

助言の仕方―肯定文

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 36
Level A2 Business English

You had better change the design of 

the advertisement.
広告のデザインを変えたほうがよいです。

Giving Someone Advice

助言する

GIVING ADVICE-negative sentence

You should not bring up the subject.

You had better not invest in the 

market now. 

その話は持ち出さないほうがいい。

今は市場に投資しないほうがよい。

助言の仕方―否定文

ACTIVITY
練習

Activity 1: Give some advice using the given words and phrases.
練習1： 与えられた語句を用いてアドバイス（助言・忠告）をしてみましょう。

Activity 2: What advice would you give to someone who wants to be a so-called 

“first-rate” business person?

練習2： いわゆる「一流の」ビジネスマンになりたがっている人に、あなたならどんなアドバイスをしますか？
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1. [ explain / the project / in detail ] ＊in detail:詳細に

2. [ send replacement / as soon as possible ]    ＊replacement:代替品

3. [ change / password / regularly ] 

4. [ protect / personal information ] ＊personal information:個人情報
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