
SITUATION  
Mr. White and Mr. Suzuki are talking about the increase in online users. 
ホワイトさんと鈴木さんは、彼らの会社のオンラインサービスのユーザー数の増加について話しています。	

Mr. White : We’ll have to increase server capacity, 
considering the numbers of users for 
each service. 

 
Mr. Suzuki: Would you say that the numbers are 

increasing? 
 
Mr. White : Yes, that’s right. In fact, the pace of 

the increase is much faster than we 
expected. 

 
Mr. Suzuki: That’s great news, but the engineers 

will be busier and busier. 

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： 
各サービスのユーザー数を考慮すると、
サーバーの容量を増やさねばなりませんね。 
 
 
 
鈴木： 
数が増えているのですか？ 
 
 
 
ホワイト： 
そうなんです。実際、増加ペースは私たちの
予想をはるかに上回っています。 
 
 
 
鈴木： 
それはすばらしいニュースですが、エンジニ
アの人たちはますます忙しくなりますね。	

Lesson 40 
今日のフレーズ	
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Level A2 Business English 

server                    サーバー 
considering～　 ～を考慮すると 
engineer               技術者、エンジニア 

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。 	

Would you say that the numbers 
are increasing? 
数字が増えていると言うのでしょうか。	

capacity            　　　   　容量 
expect                  　　　　予想する、期待する 
busier and busier 　ますます忙しい 
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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 40 
Level A2 Business English 

ACTIVITY 
練習	
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Asking For Or Confirming Information Using Would You Say 
Would you sayを使って情報を尋ねる・確認する	

QUESTIONS	
Would you say that Company A will sell more 
than Company B? 

Would you say we are going in the wrong 
direction? 

What would you say is the best way to improve 
this situation? 

RESPONSE 
Yes, that’s right. 

Yes, I would.	

No, I wouldn’t.	

No, ... 

I would say… 

A社の方がB社よりも売り上げると言えるでしょうか？ 
 
 
私たちは間違った方向へ向かっているとおっしゃるの
でしょうか？ 
 
この状況を改善する最善策は何だと言えるでしょう
か？ 

はい、その通りです。 

はい、そう思います。 

いいえ、そう思いません。 

いいえ、… 

私は～だと思います。 

1.  [ our company’s future is bright ] 

2.  [ we are short of capital] 　 ※capital/資金 

3.  [ his idea is better than mine ] 

4.  [ what / is the cause of～]　　※cause/原因 

Activity 1: Use the words below to make sentences using “would you say …”. 
練習1：　下記の語句を用いて”would you say …”を使った文を作ってみましょう。	

Activity 2: Imagine that this is a business setting, and make some sentences to ask or confirm  
                information with your tutor. 
練習2：　ビジネスシーンだと想定し、先生と一緒に、情報を尋ねたり・確認したりする文を作ってみましょう。	
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Asking For Or Confirming Information 
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Would you say that the numbers 
are increasing? 
数字が増えていると言うのでしょうか。	


