
SITUATION  
A project team is holding a meeting.  
Mr. Cox, the leader, asks if anyone has some good ideas.  
プロジェクトチームが会議をしています。 
リーダーのコックスさんがいいアイディアはないかと尋ねます。	

Mr. Cox    : Can you think of a good name for 
our new joint campaign? 

 
Mr. Fred   : The other company has already 

proposed some ideas, hasn’t it? 
 
Ms. Marry: Yes, but I think all of them lack 

originality and impact. 
 
Mr. Cox    : Either we accept their idea or 

we make our own. 

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： 
新しい共同キャンペーンについて何かいい
名称は思い浮かびますか？ 
 
 
フレッド： 
先方の会社はもうすでにいくつか案を出し
てきているんですよね。	
 
	

マリー： 
ええ。でもどれもオリジナリティーとインパク
トに欠けるんですよね。 
 
 
コックス： 
我々が彼らの案を受け入れるか、我々自
身の案を考え出すかのどちらかですね。	

Lesson 48 
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 

joint            共同の 
lack 　　　　　～に欠ける 

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。 	

Either we accept their idea 
or we make our own. 
彼らのアイディアを受け入れるか、私たち自身の考えを出すかです。	

propose (V)    提案する 
originality       独創性・オリジナリティ 
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Talking About Different Options  
Using Correlative Conjunctions 

相関接続詞を使って異なる選択肢を表す 
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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 48 
Level A2 Business English 

Either we accept their idea or we 
make our own. 
彼らの考えを受け入れるか、私たち自身の考えを出すかです。	

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

Talking About Different Options  
Using Correlative Conjunctions 

相関接続詞を使って異なる選択肢を表す 

Talking About Different Options Using Correlative Conjunctions 
相関接続詞を使って異なる選択肢を表すす 

EITHER….OR～ 
Either we visit them or they visit us. 

Please contact us either by phone or by e-
mail. 

NEITHER….NOR ～ 

BOTH….AND～ 

Neither the address nor the name was 
written on it. 

I neither agree nor disagree with you. 

Both children and adults can enjoy this 
product. 

They adopted both my proposal and yours.	

我々が先方に伺うか、先方がわが社に来るかです。 
 
電話またはEメールにてお問い合わせください。	

住所も名前もそこには書かれていませんでした。	
 
	
私はあなたに同意も反対もしません。	

この商品は子供も大人も楽しめます。 
 
 
私の案もあなたの案も採用してもらえました。	

Activity : Fill in the blanks with using ‘either-or’, ‘neither-nor’ or ‘both-and’. 
練習：　either-or, neither-nor, both-andの表現を使って空欄を埋めましょう。	

1.  “Do you know where Mr. Davis is?” 
     – “He’s                     in the conference room 　　　　in the warehouse, I think.”　 
 
2. The file is  damaged           erased. I can’t find it. 
 
3.                     Tom  I am not available tomorrow. Both of us will be away on 

business. 

4.  I have                the contract           the leaflet. I forgot to bring them. 

5.  We have an offer from  XX Company          YY Company, but we 
haven’t decided which one to accept. 
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