
SITUATION  
Mr. Tanaka and Ms. Baily have finally finished some important research. 
田中さんとベイリーさんはやっと重要な調査を終えました。	

Mr. Tanaka: We were finally able to complete  
　　　　　　　　 and submit the consumer research. 
 
Ms. Baily　 : Yes. It was much tougher than we  
　　　　　　　　　had imagined.  
 
Mr. Tanaka: Even though we were late, we 

didn’t miss anything important. I’m 
very satisfied. 

 
Ms. Baily   : All we can do now is wait for our  
                    boss’ response to it. 

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。 	

田中： 
やっと市場調査報告を完成して提出する
ことができましたね。 
 
 
ベイリー： 
ええ。想像していたよりもずっとしんどかっ
たですね。 
 
 
田中： 
遅れはしましたが、それでも重要な部分
は見落としませんでしたよね。私は満足し
ていますよ。 
 
 
 
ベイリー： 
後は上層部の反応を待つだけですね。 

Lesson 64 
今日のフレーズ	
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Level A2 Business English 

complete 　　　　完成させる 
consumer research  消費者調査＝市場調査 
satisfied           満足した 
 

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。 	

Even though we were late,  
we didn’t miss anything important. 
遅れはしましたが、重要な部分は見落としませんでした。	

submit              提出する 
tough                難しい、大変な 
response        反応 
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Expressing Contrasting Situations 
状況を対比する	
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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 64 
Level A2 Business English 

Even though we were late, we 
didn’t miss anything important. 

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

遅れこそしましたが、重要な部分は見落としませんでした。	

Expressing Contrasting Situations 
状況を対比する	

Expressing Contrasting Situations 
状況を対比する	

CONJUNCTION / CONJUNCTIONAL PHRASE 
Even though employees have a right to take a work 
break, it doesn’t mean that you can do whatever you 
like during the break. 

Although he’s in his mid-30s, he’s sometimes mistaken 
for a new company employee. 

Though we paid the bill, we still received a demand for 
payment. 

PREPOSITION / PREPOSITIONAL PHRASE	
Despite the recession, the company is enjoying 
strong sales. 

In spite of our best efforts, we failed to meet the due 
date. 
※BE CAREFUL! ×In despite of the bad weather, he went out. 

                             ○Despite the bad weather,～ 

                             ○In spite of the bad weather,～ 

接続詞・接続詞句	

社員には休憩する権利があるとはいえ、そ
れは休憩中に何をしてもよいということでは
ない。 

 
彼は30代の半ばなのに、時々新入社員に
間違えられます。 
 
支払いは完了したのにも関わらず、支払い
要求がまだ来るんです。 

前置詞・前置詞句	

不況にもかかわらず、その会社は売り上げ
が好調です。 
 
最善の努力を尽くしましたが、期限に間に合
わせることができませんでした。 

Activity : Make some contrasting sentences using the following words. 
練習：　下記の語句を用いて、状況を対比させた文を作りましょう。例も参考にしてください。 

1.  I objected to his plan / was adopted 

2.  its reputation for high quality / the product is not at all expensive 

3.  cold summer / sales of beers are increasing 

4.  it was his fault / blamed me for it 

5.  Your own idea 

Example: the train delay / make the meeting 　*make the meeting:会議に間に合う 

               →Despite the train delay, we made the meeting. 
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