
SITUATION

Mr. Miller and Mr. Mori are predicting the sales volume of their new products 

for summer.

ミラーさんと森さんは、彼らの社のこの夏の新商品の売上高について予想をしています。

Mr. Miller: I expect this summer’s sales of our new 

product will be 1.5 million dollars.

Mr. Mori  : I disagree with the numbers you 

predicted. I think sales will be a little 

lower.

Mr. Miller: Based on what?

Mr. Mori  : It’s a seasonal product that sells well in 

hot weather but this summer is 

predicted to be a little cooler.

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。

ミラー：
この夏、我々の新商品の売り上げは
１５０万ドルと予想しています。

森：
あなたが予想した数字に私は反対で
す。私は売り上げはもう少し下がると
予想しています。

ミラー：
その根拠は？

森：
それは暑いと売れる季節物の商品で
すが、この夏は少し涼しくなると予想さ
れているからです。

Lesson 45

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

expect 予想する、期待する

predict 予想する

seasonal 季節の

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 disagree with the numbers 

you predicted.
あなたが予想した数字に私は反対です。

sales                     売上

based on what?   その根拠は？
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Expressing Agreement / Disagreement

賛成・反対の意思を示す
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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 45 
Level A2 Business English

I disagree with the numbers you 

predicted.
あなたが予想した数字に私は反対です。

ACTIVITY
練習

5

6

Expressing Agreement / Disagreement

賛成・反対の意思を示す

Expressing Agreement or Disagreement
賛成・反対の意思を示す

I agree with your proposal.

That’s for sure.

I think you’re right.

Absolutely.

I was just going to say that.

EXPRESSIONS TO AGREE

EXPRESSIONS TO DISAGREE

I object to your comment.

I don’t think so.

I disagree. 

I’m totally against the plan.

I’m not sure about that.

あなたの提案に賛成です。

確かに。/その通り。

あなたが正しいと思います。

全くです。/その通りです。

私も同じことを言おうと思っていました。

私はあなたの意見に反対です。

私はそうは思いません。

私は反対です。

私はその計画に全面的に反対です。

それは私にはよくわからないです。

Activity : Give your opinion about the statements below along with the reason

using the expressions above.
練習： 下の主張に対するあなたの意見とその根拠を、上で学んだ表現を用いて述べてみましょう。

1. “We should make English the only language used among our employees.”

Example: I agree with your opinion. English is necessary for a company to succeed globally.

2. “We should go drinking after work every Friday to promote harmony in the office.”

3. “I think Japanese people work too hard.”

4. “I think it’s women that support this country’s economy.” ※it is～that…:…なのは～だ

5. “ I don’t think it’s okay to drink non-alcoholic beer or alcohol-free wine during work 
hours.”
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