
SITUATION  
Mr. Cox  asks Ms. Davis whether it’s possible to change the date when they 
send a bill. 
コックスさんはデイビスさんに、請求書の発送日を変更出来るかどうか尋ねます。	

Mr. Cox    : Mr. Miller of ABC Company called just   
                   now. And he said that they want us to  
                   send the bill by the 3rd of next month.   
                   Is that doable? 
 
Ms. Davis: Well…I think it’s doable, but I’ll ask 　 
                   someone in our billing department just  
                   in case. 
 
Mr. Cox    : I have to call him back while he’s in the  
                   office today, so let me know as soon as  
                   possible. 
 
Ms. Davis: Certainly. 

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。 	

コックス： 	 
ABC社のミラーさんから今しがた電話が
ありました。請求書をいつもより早く、来
月の３日までに発送してほしいそうです。
できるでしょうか。 
 
 
 
デイビス： 
そうですね…可能だと思いますが、念の
ため、請求部門の者に確認してみます。 
 
 
 
コックス： 
今日彼がオフィスにいる間に折り返し電
話しなければいけないので、できるだけ
早く教えてください。 
 
 
デイビス： 
かしこまりました。 
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bill                             請求書 
doable            　      　可能な 
just in case         念のため 

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 think it’s doable. 
それは可能だと思います。	

billing department    請求部門	

1 

2 

3 

4 

Encouraging / Discouraging Others 
 他人の意見を推し進める/難色を示す 
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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 41 
Level A2 Business English 

I think it’s doable. 

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

それは可能だと思います。	

Encouraging / Discouraging Others 
 他人の意見を推し進める/難色を示す 

Encouraging / Discouraging Others 
他人の意見を推し進める/難色を示す	

ENCOURAGING　 

DISCOURAGING 

I think it’s possible [ doable ]. 

I think it’s okay as long as you meet the deadline. 

You should go ahead and do it. 

It seems all right to me.  

I don’t think it’s a great idea. 

I don’t think it’s possible. 

It’s not a very good idea. 

I just don’t know. 

You’d better not [shouldn’t] do it. 

可能だと思いますよ。 

締め切りを守っている以上は大丈夫です 
よ。	

それを進めてやってしまってください。	

私としては大丈夫かと思います。 

相手の意見を推し進める	

相手の意見に難色を示す	

それはあまりいい考えではないですね。 

それは無理なんじゃないでしょうか。 

それはいただけないですね。 

ちょっとそれはどうかな。 

そりゃやめておいた方がいい。 

Activity:  Read the situations below and make statements to encourage or discourage. 
練習:　下記の状況を読んで、 相手の意見を推し進めたり難色を示したりする文を作りましょう。	

1.  A: I’m thinking about changing jobs. 
    B:    . 
 
2.  A: Can I get my salary raised this year? 
    B:    . 
 
3.  A: I’m going to save money to start my own company. 
    B:    .  
4.  A: If possible, I’d like to ask you to extend the payment term. 
    B:    . But just in case I’ll ask someone in charge  
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