Level B1 Business English

Describing Routine
日課について描写する

Lesson 10

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I get to work and go through my
emails before everyone comes in.
皆が出勤する前に出社して、eメールをチェックします。

2 SITUATION
状況
Jeremy and Shuta are talking.
ジェレミーと修太が話しています。

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。

Jeremy: Good morning, Shuta! You’re early. I
thought I’d be the first one to come into
work today.
Shuta : Hi, Jeremy. Well, to tell you the truth,
I’m a little late today.
Jeremy: Oh? What time do you usually come in?

ジェレミー：
おはよう、修太。早いね。今日は僕が一番
乗りだと思っていたよ。
修太：
おはよう、ジェレミー。実は僕今日少し遅い
んだ。
ジェレミー：
え？普段何時に出勤しているの？

Shuta : I get to work and go through my emails
before everyone comes in. I tidy my
desk, turn on the computer then go
through my emails.

修太：
いつも皆が出勤する前に職場に到着する
ようにしてるんだ。そして机の上を片付けて、
コンピューターを立ち上げて、eメールにざ
っと目を通すんだ。

Jeremy: Do you have to?

ジェレミー：
そうしなくちゃだめかい？

Shuta : I still have a lot to learn.

修太：
まだまだたくさん学ばなくてはいけないこと
があるからね。

Jeremy: Great!

ジェレミー：
素晴らしい！

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。

to tell you the truth
late （時間が) 遅い

実は

everyone else

他の皆
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I get to work and go through my
emails before everyone comes in.
皆が出勤する前に出社して、eメールをチェックします。

Describing Routines
日課について描写する

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
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。

I get to / get off work at 8:00a.m. / 7:00p.m.

午前8時に職場に到着します。/
午後7時に職場を出ます。

I look over the proposals.

提案書に目を通します。

I turn in the receipts with the travel allowance.

領収書を旅費精算の書類と一緒に
提出します。

I type up documents in the morning.

午前中に書類をタイプします。

I deal with customer services.

私は顧客サービスを取り扱っています。

I help out my coworkers when needed.

必要とあれば同僚を手伝います。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity1: What do you usually do at work?
Tell your tutor about your routine.

Basic verbs (get, have, take,
put, etc) + preposition

練習1：いつも職場で何をしますか。
あなたの日常について先生に話しましょう。

基本動詞＋前置詞

e.g. I take the 7:35 train to work, I get to the
office at 8:30,…

よりナチュラルで一般的によく使われるフレーズがたくさ
んあります。たくさん覚えてどんどん使ってみましょう。

get

Activity2: What would it be like to work overseas?
Ask your tutor about the differences
between working in an office in Japan
and working in an office overseas.

have

練習2：海外で働くとはどんな感じでしょう。
先生に日本で働くことと海外で働くことの違いを質問してみましょう。

in

+

with

take

at

put

to

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd.

=

?

