Level A2 Business English

Lesson 69

Using Passive To Share Information Or News
情報やニュースを共有するための受動態

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

He is said to be really strict about
punctuality.
彼は本当に時間厳守に厳しいと言われています。

2 SITUATION
状況
Mr. Smith finds Mr. Sato still in the office.
スミスさんは佐藤さんがまだオフィスにいるのを見つけます。

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: Mr. Sato, you have an appointment with
Mr. Salmon of AAA Company today, don’t
you?

スミス：
佐藤さん、今日はAAA社のサモンさんとア
ポがあるんでしたよね？

Mr. Sato : Yes, I’m leaving now.

佐藤：
ええ、今から出る所ですよ。

Mr. Smith: Never ever be late for his appointment.
He is said to be really strict about
punctuality.

スミス：
絶対に約束の時間に遅れてはダメですよ。
彼は時間厳守に本当に厳しいと言われて
います。

Mr. Sato : Oh, really? I have no time for lunch, I’ll
have to hurry.

佐藤：
え、そうなんですか。昼ご飯食べる時間は
ないですね、急がないと。

Mr. Smith: Don’t forget your briefcase!

スミス：
かばんを忘れないで！

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。

never ever～
punctuality
briefcase

絶対に～してはならない
時間厳守

strict
hurry

厳しい
急ぐ
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

He is said to be really strict about
punctuality.
彼は本当に時間厳守に厳しいと言われています。
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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。

They’re supposed to arrive at the airport at 9:00.
(=It is supposed that they will arrive at the airport at 9:00.)

He is thought to be the next president.

彼らは9時に空港に到着することになってい
ます。

彼は次期社長になると考えられています。

(=It is thought that he will be the next president.)

We were expected to finish the task by the end of
this month.

私たちはこの作業を今月末までに終わらせ
ることが求められています。

(=It was expected that we would complete the task by the
end of this month.)
デービッドは仕事が速いと言われています。

Mr. Davis is said to be a fast worker.
(=It is said that Mr. Davis is a fast worker.)

The new product was believed to be a big hit.
(=It was believed that the new product would be a big hit.)

その新製品は大ヒットするものと信じられて
いました。

6 ACTIVITY
練習
Activity1 :Change the sentences below.
練習１：例に倣って、以下の文章を書き換えましょう。

Ex. It is said that the weather is changeable.
→The weather is said to be changeable.
1. It is thought that this has a higher running cost than that.
→This
.
2. It was expected that we would reduce the advertising expenditure.
→We

.

Activity2: Tell your tutor some information or news about your company.
練習2： 講師にあなたの会社に関する情報やニュースを話してみましょう。
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