Level A2 Business English

Lesson 80

Using To + Infinitive To Describe The Use
物の用途を描写するときのTo不定詞

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

It is a cover used to protect
your computer keyboard.
これはパソコンのキーボードを保護するのに使うカバーです。

2 SITUATION
状況
Ms. Baily asks Mr. Jones what is on his keyboard.
ベイリーさんはジョーンズさんに
キーボードの上になにを置いてあるか尋ねます。

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。

Ms. Baily : What did you put on your keyboard,
Mr. Jones? It looks like a sheet of nylon.
Mr. Jones: It’s a cover used to protect your
computer keyboard. It’s made of
silicon.

ベイリー：
ジョーンズさん、今何をキーボードの上に置い
たんですか？ナイロンのシートみたいですが。

ジョーンズ。
これはパソコンのキーボードを保護するのに
使うカバーですよ。シリコン製です。

Ms. Baily : Can I touch it? Wow, it’s soft and
stretchy.
Mr. Jones: If you use this, you can protect your
laptop from spilled liquids.
Ms. Baily : It looks useful! I’ll buy one.

ベイリー：
ちょっと触らせてください…わぁ、柔らかくて伸
縮性があるんですね。

ジョーンズ：
これを使えば、ノートパソコンに液体をこぼし
て壊してしまうなんてことが防げますよ。
ベイリー：
よさそうですね。私も買ってみます。

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。

nylon
silicon
laptop

ナイロン

protect

保護する

シリコン
ノートパソコン
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

It is a cover used to protect
your computer keyboard.

これはパソコンのキーボードを保護するのに使うカバーです。

Using To + Infinitive To Describe The Use
物の用途を描写するときのto不定詞

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。
名詞＋used＋to不定詞

NOUN + USED + TO-Verb
This is a chemical used to clean metals.

これは金属の洗浄に使う薬品です。

We have 10 trucks used to distribute the
merchandise to stores.

我が社には配送に使うトラックが10台あり
ます。

This is the instrument used to measure radiation.

これは放射能を計測するのに使う器具で
す。

This repellent contains herbs generally used to
season dishes, so it’s safe for children to use.

この虫除けには料理の風味づけによくつ
かわれるハーブが入っていますので、子供
が使っても安全です。

This is a curtain used to keep the warm air in
and the cold air out.

これは暖かい空気を中に閉じ込め、冷たい
空気が中に入らないようにするのに使われ
るカーテンです。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1:Describe the things below using the expressions you’ve learned.
練習１： 習った表現を用いて以下の物を説明してください。

1. iPad / tablet computer
2. pedometer / equipment
3. highlighter / pen

※pedometer:歩数計 equipment:器具

※highlighter:蛍光ペン

Activity 2: Describe something using the expressions above. Your tutor will guess what it is.
練習2： 上の表現を用いて何か物の説明をしてみてください。講師がそれが何なのかを当てます。
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