Level A2 Business English

Talking About People And Things
Using Indefinite Pronouns
不定代名詞を使って人/物について話す

Lesson 16

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Is anybody available
tomorrow at five?
誰か明日の5時に手が空いている人はいますか。

2 SITUATION
状況
Mr. Taylor is looking for someone to come with him tomorrow
to meet their client.
テイラーさんは明日、取引先に一緒に来てくれる人を探しています。

3 DIALOGUE
ダイアログ
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。

Mr. Taylor : Is anybody available tomorrow at
five?

Mr. Tanaka: Yes, I am. Is anything the matter?
Mr. Taylor : Mr. Sasaki wants to know more
about our new product. I’d like you
to come with me to give him a
detailed explanation about the
product.
Mr. Tanaka: Certainly. I’ll prepare the literature
and some product samples to take
with us.

テイラー：
誰か明日の5時に手が空いている人はいます
か。

田中：
はい、空いていますが。何かあったんです
か？
テイラー：
佐々木さんが新商品についてもっと詳しく知り
たいそうだ。一緒に来て、商品の詳細の説明
をしてもらいたいのだが。

田中：
かしこまりました。では、お持ちするパンフレッ
トと商品サンプルをいくつか用意しておきます。

4 VOCABULARY
語い
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。

available
explanation
sample

手が空いている
説明

detailed
literature

詳しい
パンフレット・カタログ

サンプル・見本
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Is anybody available tomorrow at
five?
誰か明日の5時に手が空いている人はいますか。

Indefinite Pronouns
不定代名詞

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。

SOMEONE / SOMETHING / SOME～
Someone overwrote the data on this file.
Please serve the customer something cold to drink.
I have to make some copies of this document.
ANYTHING / ANYONE / ANY～
Does anybody know where Mr. Ono is?
We haven’t heard anything from him yet.
Are there any questions?

誰かがこのファイルのデータを上書きした。

お客様に何か冷たい飲み物をお出ししてください。
この書類を何部かコピーしないといけません。

誰か小野さんがどこにいるか知りませんか。
彼からまだ何の連絡もありません。
何かご質問はございますか？

NOBODY / NOTHING / NO～
Nobody is responsible for the mistake.
I have nothing special to report.
I have no experience with programming.

そのミスはだれの責任でもない。
特に報告することはありません。
私はプログラミングの経験は全くありません。

6 練習
ACTIVITY
Activity 1: Make sentences, using the given words.
練習1： 下記の語を使って、文を作ってみましょう。

1.
2.
3.
4.

[ something interesting]
[anything special]
[nothing important]
[some information about]

Activity 2: Complte each sentence with some, any or no.
練習2： 空所にsome, any, noのいずれかを入れて文を完成させましょう。

1. We have
funds, which is the reason we can’t achieve the goal.
2. I’m contacting you to ask
questions about your product.
3. Is there
chance of a discount for volume purchase?
Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd.

