Level A2 Business English

Modifying A Noun With An Infinitive
不定詞で名詞を修飾する

Lesson 68

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

She is preparing the contract to
give to the lawyer.
彼女は弁護士に渡す契約書を準備しています。

2 SITUATION
状況
Mr. Aota is looking for Ms. Davis and asks Ms. Baily if she saw Ms. Davis.
青田さんはデイビスさんを探して、ベイリーさんに彼女を見かけなかったか尋ねます。

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. Aota : Oh, I thought she must be in this
room…Ms. Baily, have you seen Ms.
Davis?

青田：
あれ、彼女はこの部屋にいると思ったんで
すが…ベイリーさん、デイビスさんを見かけ
ましたか？

Ms. Baily: Isn’t she in the office? I think she is
preparing the contract to give to the
lawyer.

ベイリー：
彼女は事務所にいませんでしたか？彼女
は弁護士に渡す契約書の準備をしている
と思うんですが。

Mr. Aota : Oh, is she? I’ll check. If you see her,
please tell her to come to the conference
room.
Ms. Baily: Okay, I will. Maybe she was taking a
bathroom break.

青田：
あれ、そうですか？確認してみます。もし彼
女を見かけたら、会議室に来るように言っ
てください。

ベイリー：
わかりました。多分彼女はトイレ休憩でも
とっていたんじゃないでしょうかね。

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。

prepare
lawyer

準備する
弁護士

contract
conference

契約書
会議
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

She is preparing the contract to
give to the lawyer.
彼女は弁護士に渡す契約書を準備しています。

Modifying a Noun with Infinitive
不定詞を用いて名詞を修飾する

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。

NOUN + TO + VERB
I have to finish the report to submit tomorrow.

明日提出する報告書を仕上げねばなりません。

We need some proof to confirm his theory.

彼の説を確証するだけの証拠が必要です。

We could do nothing to prevent the bankruptcy.

倒産を防ぐ手立てはありませんでした。

He has the ability to adapt to a new
environment.

彼には新しい環境に順応する能力があります。

Our company is making an effort to move from
a paper-based system.

我が社は紙ベースのシステムから移行する努
力をしております。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1:Complete the sentences below with the expressions above.
練習1：上で学んだ表現を用いて、下の文を完成させましょう。

1. Our company is making an effort

.

2. We need funding

.※funding:資金

3. We have computerized system

.

4. Could you tell us the best way

?

Activity 2: Please make sentences freely using the expressions above.
練習２：上記の表現を用いて自由に文章を作ってみましょう。
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