Level B1 Business English

Reporting What People Say And Think
人が言ったことや考えについて話す

Lesson 24

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Many people assume that
my job is easy.
たくさんの人が私の仕事は簡単だと思っています。

2 SITUATION
状況
Mrs. Oshiro and Mr. Nakajima are talking in the office.
大城さんと中島さんはオフィスで話しています。

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。

Mrs. Oshiro

: Mr Nakajima are you okay? You look a little
tired.

Mr. Nakajima : Yes, we have eight new trainees this week.
Mrs. Oshiro : You have a great reputation for training new
staff.
Mr. Nakajima : Many people assume that my job is easy.
Mrs. Oshiro

大城：
中島さん、大丈夫ですか？ちょっと疲れているみ
たいですけれど。
中島：
うん、今週は８人の新しい研修生がいるからね。
大城：
あなたの新人研修はとても評判がいいですよ。
中島：
たくさんの人が私の仕事は簡単だと思っています。
大城：
いや、私はあなたがどれだけ一生懸命働いている
か見ていますから。私があなたの仕事ができると
は思いません。

: Well, I always see how hard you work. I don’t
think I could do your job.
中島：

ジョンは君の仕事も簡単ではないと言っていたよ。

Mr. Nakajima : John said that your job isn’t very easy either.

大城：
新しい研修生たちが今日のあなたのトレーニング
の後自信がついたという話ですよ。

Mrs. Oshiro : I heard that the new trainees felt confident after
中島：
your training today.
Mr. Nakajima : I just hope they can handle the stress.

彼らがストレスに打ち勝ってくれることを祈るばか
りだよ。

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。

reputation

評判、名声

trainee

訓練生
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Many people assume that
my job is easy.
たくさんの人が私の仕事は簡単だと思っています。

Reporting What People Say and Think
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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。

He agreed that we should meet tomorrow.

彼は我々が明日会うべきだということに同意した。

They claim that we stole their design.

彼らは我々がデザインを盗んだと主張した。

She assumed that I would accept the job.

彼女は私がその仕事を受け入れると思っていた。

He doubted that I would get the promotion.

彼は私が昇進するかを疑っていた。

She felt that we should have a break.

彼女は我々が休憩を取るべきだと思った。

He believed that the company could increase
its sales.

彼は会社が売り上げを伸ばせると信じていた。

6. ACTIVITY
練習

Hints

ヒント

Activity 1： Finish the following sentences.

You can use these verbs
in the past if the opinions
or feelings are finished.

練習 1： 下記の文に続きを加えて、文を完結させましょう。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

My boss assumed that
He agreed that
My workmate believes that
The staff felt that
My manager claims that
The new employee agreed that
My new secretary believes that

She agreed that I was right.

For regular opinions or
feelings use the present.
She believes that ghosts exist.

Activity 2： Talk about your co-workers.
Say what they think, believe or feel.
練習2： あなたの同僚について話してみましょう。
彼らの考えや、信じていること、感じていることについて述べましょう。
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