Level A2 Business English

Explaining Rules
規則を述べる

Lesson 30

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Visitors must register at the
reception desk.
来訪者は受付で記名しなければなりません。

2 SITUATION
状況
Mr. Smith is calling Mr. Tanaka to confirm his appointment tomorrow.
スミスさんは田中さんに明日のアポイントの確認の電話をしています。

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. Smith : Hello, Mr. Tanaka. I’m just calling you to
confirm my appointment tomorrow. I’m
going to come to your office at 10am. Would
that be OK?

スミス：
もしもし田中さん。明日のお約束の確認
でお電話させていただきました。明日は
10時にオフィスにお伺いしようかと思って
います。大丈夫でしょうか？

Mr. Tanaka: Of course, that would be OK.

田中：
もちろん、それで大丈夫ですよ。

Mr. Smith : Which floor should I go to?

スミス：何階にいけばよろしいでしょうか。

Mr. Tanaka: We’ll be waiting for you in the third
conference room on the third floor. Visitors
must register at the reception desk. Please
sign in there and wear a visitor’s badge
before entering the elevator.

Mr. Smith : Certainly. I’m looking forward to seeing you
tomorrow.

田中：
3階の第3会議室でお待ちしております。
来訪者は受付で記名しなければなりませ
んので、エレベーターに乗られる前に受
付で記名して、来訪者章をつけてください。
スミス：
かしこまりました。明日お目にかかれるこ
とを楽しみにしております。

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。
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約束・アポ
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記章
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Visitors must register at the
reception desk.
来訪者は受付で記名しなければなりません。

Explaining Rules
規則の表し方

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。

Using “have to”,“should”,“must”,
“must not” for stating rules

“have to”, “should”, “must”, “must not”を
使っての規則の表し方

All visitors must wear a visitor’s badge.

来訪者は記章を付けなければなりません。

Both the company and the employee must
observe these rules.

会社及び社員は本規定を遵守せねばならない。

We mustn’t use a car for commuting.

わが社では通勤に自家用車を使ってはいけない。

You have to mention the name of the
company first on the phone.

電話では最初に社名を名乗ってください。

You should be careful when you download
applications from the Internet.

インターネット上のアプリをダウンロードする際は
注意すること。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Read the notice for a factory below and explain its rules,
using the expressions you have learned.
練習１： これはある工場の注意書きです。習った表現を使って、この工場の規則を述べましょう。

SAFETY PRECAUTIONS

・REGISTER AT RECEPTION DESK BEFORE ENTERING
・WEAR A WHITE COAT, A CAP AND GLOVES
・NO FOOD OR DRINKS ALLOWED INSIDE
・NO SMOKING INSIDE
・NO FLASH PHOTOGRAHPY ALLOWED

ABC FOOD FACTORY
Activity 2: Are there any rules in your company[school]? Tell them to your tutor.
練習2： あなたの会社（学校）に何か規定はありますか？講師に話してみましょう。
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