
SITUATION  
Mr. Jobs and his coworkers are holding a meeting.  
At the end of the meeting, Mr. Jobs asks Mr. Suzuki for his opinion. 
ジョブズさんたちは会議を行っています。会議の終わりに、ジョブズさんは鈴木さんに意見を求めます。 

Ms. Green : Does anyone have any comments about 
this? If not, we’ll close the meeting… 

 
Mr. Jobs    : Wait. Mr. Suzuki, you haven’t spoken yet 

today.  I’m interested in what you think 
about this.  

 
Mr. Suzuki: Well, I think we should target not only 

children’s parents but also their grand- 
parents.  They’ll be glad to buy anything 
for their grandchildren. 

 
Mr. Jobs    : I see… what do you think about his 

opinion, everyone? 

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。 	

グリーン： 
この件に関してどなたかご意見ございま
せんか。なければ、会議は終了と… 
 
 
ジョブズ： 
待ってくれ。鈴木君、君は今日まだ発言
していないじゃないか。君がこの件に関
してどう思っているのか興味があるんだ。 
 
 
 
鈴木： 
えっとですね…私は、子供の親だけでな
く、祖父母までをターゲットにするべきだ
と思うんです。おじいさんおばあさんは
孫のためなら喜んで何でも買うものです
よ。 
 
 
ジョブズ： 
なるほど…彼の意見についてみんなは
どう思う？ 

Lesson 39 
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 

comment     意見 
target             ～をターゲットとする 
　 

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’m interested in what you think 
about this. 
あなたがこの件についてどう思っているのかに興味があります。	

opinion      　　   意見 
not only A but (also) B   　AだけでなくBも	

1 

2 

3 

4 
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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 39 
Level A2 Business English 

I’m interested in what you think 
about this. 
あなたがこの件についてどう思っているのかに興味があります。	

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

Activity 2: Ask your tutor about his/her interest in something, using ‘Are you interested in～? /  
                 Do you have any interest in～?’.  And when your tutor answers, ask the next question,  
                ‘How did you get interested in～?’. 
練習2：  Are you interested in～？と Do you have any interest in～？を用いて先生に質問をしてみましょう。その質問に	

            先生が答えたら、How did you get interested in～？を使って興味を持ったきっかけを尋ねてみましょう。　	

Activity 1: Tell your tutor about your interest in something, using ‘I’m interested in～ / 
                 I have an [no] interest in～’.	
練習1：  I’m interested in～と I have an [no] interest in～を使って先生に自分の関心のあることについて話してみましょう。 

Talking About Interests   
興味のあることについて話す	 

be interested in / have an interest in 
I’m interested in getting an MBA. 

He seems to be interested in asset management. 

I have a strong interest in learning more about 
your company and service.  

QUESTION	

Are you interested in starting your own company? 

How did you get interested in buying our product? 

Do you have any interest in working for me?	

私はMBA取得に興味があります。 
 
彼は資産運用に興味があるみたいです。 
 
御社と御社のサービスについてもっと 
お聞かせいただければと思います。 

あなたは起業に興味がありますか？ 
 
私どもの商品を購入することに関心を 
持たれたきっかけは？ 

私と一緒に働く気はないかい？	
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