Level B1 Business English

Lesson 25

Using “What” To Emphasize Information
Whatを使って情報を強調する

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

What I always do is organize my
files by date.
私がいつもやっているのは、ファイルを日付で整理することです。

2 SITUATION
状況
Mrs. Hara and Mr. Tanaka are talking about filing systems.
原さんと田中さんはファイリングの方法について話しています。

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. Hara

: I can never find the files I want. It’s so
frustrating.

Mr. Tanaka: What I always do is organize my files by date.
Mrs. Hara

: Oh, that sounds like a good idea. I’m so
disorganized sometimes.

Mr. Tanaka : I’ve been using this system for years and it
works very well.
Mrs. Hara

: Well, from now on, I’ll use it too. I just need
someone now to go back and organize all my old
files.

Mr. Tanaka : You could always hire temp staff to come in and
do it. They work fast and won’t cost a lot of money.

原：
私はいつも欲しいファイルがみつからなくて。
とってもいらいらするの。
田中：
僕がいつもやっているのはファイルを日付で管
理することです。
原：
へえ、それはよさそうなアイデアね。私は時折
ひどく整理整頓がめちゃくちゃになってしまって。
田中：
僕はこのやり方を何年も続けていて、とても効
果がありますよ。
原：
それじゃあ今から、私もやってみるわ。私の古
いファイルから整理してくれる人が必要ね。
田中：
派遣スタッフを雇ってやってもらえばいいんじ
ゃないですか。彼らは仕事が早いし、そんなに
費用もかからないし。
原：
それはいい考えですね！あなたの昇給を保留
にした費用で支払うことにしようかしら。

Mrs. Hara : That is actually a great idea! I will pay them from
the money that I put aside for your raise.

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。

frustrating いらだたしい
disorganized 秩序の乱れた、でたらめな

from now on

今から
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

What I always do is organize my
files by date.
私がいつもやっているのは、ファイルを日付で整理することです。

“What” to Emphasize Information
情報を強調するための”What”

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 I really love is finishing work on Friday
evening.

私が大好きなのは金曜の夜に仕事を終えることです。

What really makes me angry is slow computers.

私を本当に怒らせるのは動作の遅いコンピューターです。

What I really want is a promotion.

私が本当に望んでいるのは昇進です。

What I always try to do is work hard.

私がいつもしようとしていることは一生懸命働くこ
とです。

What makes me happy is completing a project.

私をいつも幸せにするのはプロジェクトの完成です。

What I do when I’m tired is drink some strong
coffee.

私が疲れている時にすることは濃いコーヒーをの
むことです。

What I love is sitting at my desk with the fan on
full power.

私が好きなことは扇風機を一番強くして自分のデス
クに座ることです。

6. ACTIVITY
練習
Activity 1： Finish the following sentences.
練習1： 下記の文に何か付け足して、文を完結させましょう。

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

What makes me happy is
What I love doing is
What makes me angry is
What I really want is
What I hate is
What I always do after work is
What I do when I’m tired is

Hints
ヒント
Using what at the
beginning of your
sentence makes it sound
much stronger.
Eating chocolate makes me happy.
What really makes me happy is
eating chocolate.

Activity 2： Now ask some questions.
練習2： 今度は質問をしてみましょう。

What makes you happy, angry, sad,
excited, bored, nervous?
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