
SITUATION  
Mr. Smith asks Mr. Carter about his business trip to Bangkok. 
スミスさんは、カーターさんにバンコク出張について尋ねます。	

Mr. Smith: How was your business trip to Thailand? 
 
Mr. Carter: We had a very constructive meeting with  
                   the staff there. They work very hard. 
                    
Mr. Smith: I see. And what about the office? It was  
                  built just a few months ago. 
 
Mr. Carter: Yes. It was very new and beautiful,  
                   though the Bangkok office is not as  
                   large as the Seoul office. 
 
Mr. Smith: The Seoul office is the second largest of  
                   all our offices, isn’t 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。 	

スミス： 
タイへの出張はどうでしたか？ 
 
カーター： 
あちらのスタッフととても建設的な話し合
いが持てましたよ。彼らはとても仕事熱心
でしたね。	
 
スミス： 
なるほど。で、オフィスはどうでしたか？
ほんの数か月前にできたばかりでしたよ
ね。 
 
カーター： 
ええ、とても新しくてきれいでしたよ。バン
コク営業所はソウル営業所ほど大きくな
いですがね。 
 
 
スミス： 
ソウル営業所はわが社の営業所の中で
二番目に大きかったですよね。 
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business trip     出張 
not as～as…　　　…ほど～でない 

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。 	

The Bangkok office is not as 
large as the Seoul office. 
バンコク営業所はソウル営業所ほど大きくありません。	
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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 77 
Level A2 Business English 

The Bangkok office is not as large 
as the Seoul office. 
バンコク営業所はソウル営業所ほど大きくありません。	

ACTIVITY 
練習	

5 
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Activity 1: Use the expressions above and describe 
                (1) something you can do better than your coworkers [friends]. 
                (2) something you can’t do as well as your coworkers [friends]. 
練習1：  上記の表現を用いて、（１）あなたが同僚[友人]よりもできることを、（２）あなたが同僚[友人]ほどできないことを             
             話してみましょう。 	

Activity 2: Tell your tutor about your company[school] using the expressions above. 
練習2：  上記の表現を用いて、あなたの会社[学校]のことを先生に話してみてください。	
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As～Asを使った比較の表現	

A______as______as B.	 AはBと同じくらい～ 

Product sales are as high as in the same period 
last year. 

We’ll provide as much cooperation as possible. 

Please look over these documents as soon as 
you can. 

製品の売り上げは昨年の同時期と同じくらいです。 
 
	
弊社といたしましてはできる限りの協力はさせてい
ただきます。	
 
出来るだけすぐにこの書類に目を通しておいてくだ
さい。 

A_____not as[so]______as B.	 AはBほど～でない 

The new model isn’t as heavy as last year’s model. 

I feel I’m not regarded as highly as Mr. Tanaka. 

This type of game is not as popular as it used to 
be. 

この新型モデルは昨年のモデルほど重たくありませ
ん。 
 
私は田中さんほど評価されていないと思います。 
 
こういった類のゲームはもはや以前ほど人気はあり
ません。 

Ex.  I sold more products than Mr. Kawai last year. 
       I can’t type as fast as Ms. Oka.	

Ex. My company will sell more cars than Yokota Automobiles this year. 
      This year, we won’t employ as many workers as last year. 
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