Level A2 Business English

Lesson 25

Talking About Things You Would Like To Do
自分がしたいことについて話す

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I would like to visit
your training center.
御社の研修施設に行ってみたいです。

2 SITUATION
状況
Mr. Jobs has heard about the good reputation of the training
program at Mr. Honda’s company.
ジョブズさんは本田さんの会社の研修プログラムの評判を耳にしました。

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. Jobs : I’ve heard your training program is
fantastic.

ジョブズ：
御社の研修プログラムは素晴らしいそうですね。

Mr. Honda: Thank you. Actually, we have external
training. However, we will open a new
training center at our Kyoto branch next
year.

本田：
ありがとうございます。実は今までは外部に研
修を委託していたのですが、来年、京都支社内
に新しい研修施設を開設することになりました。

Mr. Jobs : So you’ll train your employees yourself?

ジョブズ：
御社のスタッフで社員の研修を行うということで
すか？

Mr. Honda: Yes. We’re sure this system will be more
beneficial for our company.

本田：
そうです。この制度はわが社にとってさらに有益
となるだろうと思っています。

Mr. Jobs : Sounds promising. I would like to visit
your training center.

ジョブズ：
期待できそうですね。ぜひともその研修施設に
行ってみたいものです。

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。

fantastic
external
employees

すばらしい
外部の
従業員、社員

branch
beneficial
promising

支社
有益な
有望な、期待できる
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I would like to visit
your training center.
御社の研修施設に行ってみたいです。

Stating What You Would Like to Do
自分のやりたいことを相手に伝える

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。

ASKING WHAT SOMEONE WANTS TO DO

相手のやりたいことを尋ねる

What would you like to have?

あなたは何をお召し上がりになりますか？

What kind of project would you like
to work on in the future?

今後はどういったプロジェクトに携わりたいとお考
えでしょうか。
自分の希望を述べる

DESCRIBING WHAT YOU WANT TO DO

I would like to ask about your new
product.

御社の新製品についてお聞きしたいのですが。

I would love to join your team.

ぜひとも御社で働きたいと思っております。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Tell your tutor (1) what you want to do now (2) your vision of the future using the
expressions you’ve learned. You can use the words and phrases in the Hints box.
練習１： 先生に①今したいこと ②あなたの将来の展望 を、習った表現を用いて伝えてください。ヒントの語句を参
考にしてもかまいません。

Hints
ヒント
continue working on～
serve as ～
found a company
become a leader like～
contribute to～

～で働き続ける
～として務めを果たす
起業する
～のようなリーダーとなる
～に貢献する

Activity 2: Your tutor will ask you 3 questions. Answer them.
練習2 ： 先生が3つ質問をします。答えてください。
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