
SITUATION  
John is asking everyone to go to the beer garden. 
ジョンはみんなをビアガーデンに誘います。	

John : Hey guys, do you want to go to the beer    
            garden on Saturday?	
	
Ted   : Great! How about you, Jane? Will you come   
           with us? 
 
Jane : I’m sorry but I have to work .  I’ll pass on it  
           this time. 
 
John : That’s too bad. Jane, be careful not to get 

　　sick from too much overtime. I feel you’re 
　　working too hard recently. 

 
Jane : Thank you for caring. I’m OK. 
 

DIALOGUE   

ジョン：	
ねえみんな、土曜日にビアガーデンに	
行かない？	
	
テッド：	
いいねぇ！君はどう？ジェーン。一緒に	
来るかい？	
	
ジェーン：	
申し訳ないけど、仕事があるの。今回	
はやめておくわ。	
	
ジョン：	
それは残念だ。ジェーン、残業しすぎで	
体調を崩さないように気を付けてくれよ。	
最近ちょっと頑張って働きすぎなんじゃ	
ないかと思うんだ。	
	
ジェーン：	
お気遣いありがとう。私は大丈夫。	

Lesson 31  
Expressing Regret 

残念な気持ちを伝える 

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 General English 

go drinking   飲みに行く 
overtime 　　    残業 
care                    気に掛ける 

I’m sorry but I have to work. 
残念ですが、私は仕事をしなければいけません。	

pass on it   それはやめておく 
recently      最近 
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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。 	

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。 	



LANGUAGE FOCUS  

Expressing Regret  
残念な気持ちを伝える	

I’M SORRY BUT… 
I’m sorry but I have to work. 

I’m sorry but I’m busy right now. 

I’m sorry but this item is out of stock at the  
moment. 

今日のポイント	

Lesson 31 
Level A2 General English 

I’m sorry but I have to work. 
残念ですが私は仕事をしなければなりません。	

SIMILAR EXPRESSIONS	
申し訳ございませんが、彼女はただ今席を外し
ております。 

残念ですが、私は日本の古代史をあんまり知
らないんです。 

こんなこと言うのは残念ですが、お手伝いでき
かねます。 

ACTIVITY 
練習	

Activity: Make sentences using the words in parentheses like the example given. 
練習：　例に倣って、カッコ内の語を使って文を完成させましょう。	
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Ex.  A: Hello. I’d like to speak to John please.	
       B: [ sorry / not here now]. 
       I’m sorry but he is not here now.	
 
1.  A: I’d like to make a reservation, for 2 nights from October 16th. 
        B: [ sorry / all rooms / fully booked ] 
              
2.  A: I’d like to buy three of the same color.      
        B: [ sorry / only one left ] 
               
3.  A: Will you help me with my work? 
        B: [ sorry / can’t ] 
              
  

残念ですが、仕事をしなければいけません。 

すみませんが、今忙しいんです。 

申し訳ございませんが、その商品は現在在庫が 
ありません。	

I’m afraid she’s out of the office right now.  
I’m afraid I don’t know about ancient  
Japanese history. 
 
I regret to say that I can’t help you.	
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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。 	


