
SITUATION  

Mr. Suzuki and Mr. Smith have just finished their business meeting. 

鈴木さんとスミスさんは仕事の打合せをちょうど終えたところです。 

Mr. Suzuki: We finished much earlier than I thought.  

                    Do you have time for lunch? 

 

Mr. Smith : Yes, I’m quite hungry. Actually, my return 

flight isn’t until tomorrow. 

 

Mr. Suzuki: Well, if you have time, I recommend  

                    visiting the old castle before heading  

                    back. 

 

Mr. Smith : Oh, that sounds interesting. How can I 

get there? 

 

Mr. Suzuki: You can take the bus from outside the  

                    hotel. 

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。  

鈴木： 
思っていたよりもずっと早く終わりましたね。
ランチの時間はありますか？ 

 

スミス： 
はい、とってもおなかがすいています。 
実は帰りのフライトは明日なんですよ。 

 

鈴木： 
ああ、もし時間があるなら、お戻りになる前
に古いお城を訪ねるといいですよ。 
 
 
 
スミス： 
へえ、それは面白そうですね。どうやって
行けますか？ 
 
 
鈴木： 
ホテルの外からバスで行けますよ。 

Lesson 50 
Recommending Things 

 提案をする 

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 

return flight   帰りの便 

head back     戻る、帰る 

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 recommend visiting the old 

castle before heading back.  
お戻りになる前に古いお城を訪れるといいですよ。 

that sounds~   ～そうに聞こえますね         
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LANGUAGE FOCUS  

Recommending Things 
提案をする 

Recommend + Verb + ing 

お帰りになる前に新しい場所を訪問すること
をお勧めします。 
 
彼らの提案を受入れることはお勧めしません。 
 

Recommend + 動詞 + ing 

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 50 
Level A2 Business English 

Recommend + noun 
I recommend the conference center that we 

used two years ago. 

I don’t recommend the system designed by XY. 

Do you recommend their idea? 

ACTIVITY 
練習 

Activity 1: Make some recommendations using the phrases below.  
練習1： ヒントの中の語句を使っておすすめしてみましょう。 

Activity 2: What do you recommend doing in your city.  

                Give some recommendations to your tutor. 
練習2： あなたの街では何をするのがおすすめですか？先生に何かを勧めてみましょう。 
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post it by first class                       

pay by card 

speak to the boss 

order the ramen 

the portable computer  

I recommend visiting the new location before 

you leave. 

I don’t recommend accepting their proposal. 

Recommend + that +pronoun + verb  
I recommend that you take another day to 

consider it. 

Do you recommend that we hire a consultant? 

 

the restaurant on the corner 

ask Mr. Tanaka 

restart the computer 

book a later flight 

the local beer 

Recommending Things 

 提案をする 

I recommend visiting the old 

castle before heading back.  

Recommend + 名詞 

Recommend + that + 代名詞 + 動詞 

2年前に利用したカンファレンスセンターの

利用をお勧めします。 

XYが設計したシステムをお勧めしません。 

彼らのアイデアを勧めますか？ 

そのことについてはまた別の日に考えること
をお勧めします。 

コンサルタントを雇うことを勧めますか？ 

お戻りになる前に古いお城を訪れるといいですよ。 
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