Level B1 Business English

Describing Events
催し・イベントを説明する

Lesson 5

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I’d like to get some information
on the upcoming seminar, please?
近いうちに行われるセミナーについてお伺いしたいのですが。

2 SITUATION
状況
Hiromi is making a phone call to ask about a seminar.
裕美はセミナーについての問い合わせ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。

Kimberly: Hello. Wing Com, Kimberly speaking. How may I help you?

Hiromi

: Hello. I’d like to get some information on the upcoming
seminar, please?

Kimberly: Certainly. You mean the business management seminar?

キンバリー：
もしもし。ウィングコムのキンバリーです。
ご用件をお伺い致します。
裕美：
こんにちは。近いうちに開かれるセミナ
ーについてお伺いしたいのですが。
キンバリー：
承知致しました。それはビジネスマネジ
メントセミナーのことですね。

裕美：
そうです。いつ、どこで開催ですか。

Hiromi

: That’s right. Could you tell me when it is and where it’s held?

Kimberly: It’s at Newbery Conference Center on the 25th, February.

Hiromi

裕美：
それとおいくらになりますか。

: And how much is it?

キンバリー：
バイキング形式のランチを含みましてお
ひとり様40ドルです。

Kimberly: It costs $40 including a lunch buffet.

Hiromi

キンバリー：
2月25日、ニューベリーコンファレンスセ
ンターでございます。

裕美：
まぁ。それはいいわね。どうやって申し
込めばいいのですか。

: Wow, that sounds perfect. How can I sign up?

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。

upcoming やがてやってくる、行われる
you mean… ･･･のことですよね？
buffet バイキング、セルフサービス式の食事

seminar ゼミナール、ゼミ、演習
cost （費用・金額）がかかる
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I’d like to get some information
on the upcoming seminar, please?
近いうちに行われるセミナーについてお伺いしたいのですが。

Asking Information on Events
催し物・イベントについて尋ねる

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。

What time does it start?

それは何時に始まりますか。

Where is the meeting held?

会議はどこで開かれますか。

How much does it cost?

それはいくらですか。

What was the training session like last year?

昨年の研修はどのような様子でしたか。

Describing Events
催し物・イベントを描写する

It’s at the south branch office.

南支社にて行います。

It costs 20 dollars per person.

おひとり様20ドルです。

It starts at 5:00pm on Wednesday, August 3rd.

8月3日水曜日の午後5時に始まります。

It was a two-day program with more than a
hundred attendees.

100人以上の参加者があった2日間に渡
るプログラムでした。

6 ACTIVITY
練習
Activity1: Ask your tutor some information on the
following events.
次の催し物についての情報を先生に尋ねてみましょう。

1. You’re interested in taking part in
a business competition.

Hints
ヒント
“When”, “where” and “what’s it
like?” are a must when asking for
information / describing events. It
is good to practice using WHquestions regularly.

2. You need to know about the
new model printer show.
Activity2: Have you been to any business events
recently? How was it? Tell your tutor about it.
練習2： 最近ビジネス関係の催しに参加しましたか。それはどう
でしたか？それらの催しについて先生に伝えてみましょう。
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