Level A2 Business English

Adverbs To Describe Actions
動作を表す副詞	

Lesson 33

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

Can you quickly book the meeting
room?
急いで会議室を予約してもらえますか？	

2 SITUATION
状況	
Mr. Aoki wants Mr. Brown to reschedule his meeting.
青木さんはブラウンさんに会議の日程変更をしてもらいたいようです。	

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. Aoki

: Mr. Bush from XYZ Inc. called you
and asked if you could reschedule
tomorrow’s meeting to next Monday.

Mr. Brown: That would be fine with me, but will
the meeting room be available on
Monday?
Mr. Aoki

: I just confirmed that it’s available on
Monday morning.

Mr. Brown: So, can you quickly book the meeting
room? I’ll call Mr. Bush.

青木：
XYZ社のブッシュさんからお電話がありまし
て、明日の会議を来週の月曜に変更できな
いかとのことでした。

ブラウン：
私はかまわないけれど、月曜日、会議室は
開いているのでしょうか。

青木：
先ほど確認いたしましたところ、月曜の午前
なら利用可能です。

ブラウン：
では、急いで会議室を予約してくれますか？
私はブッシュさんに電話をするので。	

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。 	

reschedule
confirm
book(V)

確認する

available
quickly

予約する

	

予定を変更する

利用できる
急いで、素早く
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

Can you quickly book the meeting
room?

急いで会議室を予約してもらえますか？	

Adverbs to Describe Action
様態を表す副詞について学びましょう	

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。 	

EXPRESSING SPEED OF AN ACTION

動作の速さを示す	

You need to prepare the document promptly.

その書類を迅速に用意しなければいけません。

We are advancing slowly but steadily.

ゆっくりとですが、着実に進展しています。

The company suddenly announced that they
would suspend sales of the product.

その会社は突然、その製品の販売中止を発
表した。

The Japanese economy is gradually
recovering from deflation.

日本経済は徐々にデフレから脱却しています。

I would appreciate it if you could reply as soon
as possible.

出来るだけ早くお返事いただけるとありがた
いです。

We should respond immediately to their
request.

彼らの求めに対し即座に返答をするべきです。

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Tell your tutor something that you do [quickly / promptly / slowly / and more using
the Hints box below] .
練習： あなたが「速く/迅速に/ゆっくりと など、以下のヒント参照）」とすること（したことやこれからすることでもかまいません） 	
を先生に話してみましょう。	

Hints
ヒント	
Expressing something that is done with speed or little time
動作の時間的感覚が速いことを表す副詞

-quickly, promptly, rapidly, speedily, fast, suddenly, immediately, instantly
Expressing something that is done over a long time
動作の時間的感覚が遅いことを表す副詞

-slowly, gradually
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