Level B1 Business English

Gossip Speculation
噂話をする

Lesson 26

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Apparently, he’s laid off although
he’s the most hard-working.
とても働き者なのに、どうやら彼は解雇になったらしい。

2 SITUATION
状況
Mat and Kazuki are talking about their coworkers.
マットと一樹は同僚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。

Mat

マット：
やぁ、一樹。知ってるかい？

: Hey, Kazuki. Guess what?

Kazuki: Hi, Mat. What is it?
Mat

一樹：
マット！何のことだい？

: You know, Patrick is getting transferred to
the South Dakota branch sometime next
month.

Kazuki: What do you mean? Isn’t Jake supposed to
be the one getting transferred?
Mat

: I’m surprised myself but apparently, he’s laid
off although he’s the most hard-working.

Kazuki: I can’t believe it! How could that happen?
Mat

: I’ve just overheard Meg talking with
Suzanna and it was about Jake embezzling
from the company!

マット：
来月のどこかでパトリックがサウスダ
コタ支店に転勤になるんだ。
一樹：
どういう意味だよ？ジェイクが転勤に
なるんじゃなかったのか？
マット：
僕もびっくりしてるんだけど、一番の働
き者だっていうのにジェイク、解雇にな
ったらしんだ。
一樹：
そんなの信じられないよ！なんだって
そんなことに？
マット：
たまたまメグがスザンナと話してるの
が聞こえたんだけど、ジェイクは会社
の金を横領してたらしいんだ！

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。

get transferred 転勤になる
get laid off 解雇になる
hard-working 一生懸命働く

overhear （会話など）をふと耳にする
embezzle （会社等から）金などを使い込む、横領する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Apparently, he’s laid off although
he’s the most hard-working.
とても働き者なのに、どうやら彼は解雇になったらしい。

Gossip Speculation
噂話をする

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。

Everyone in the office mentions Mr. Wood is
not good enough as a manager.

オフィスの全員がウッドさんはマネージャー
として十分ではないと思っている。

I don’t think he’s working as hard as he should
be.

彼は彼がやるべきように懸命に仕事
に取り組んでいないと思う。

It seems like Zack got a demotion due to the
bad results from the last sales.

前回のセールの思わしくない結果か
らザックは降格になったらしい。

I hear that Mr. Adams, the chief engineer,
called Gary to reprimand him for the careless
mistakes he made.

エンジニア責任者であるアダム氏はゲイ
リーの不注意で起きた問題について叱責
したと聞いた。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity1: Unfortunately you work with the worst boss
you’ve ever had. Tell your tutor how bad
your boss is.

stubborn 頑固な
arrogant 横柄な

練習1：残念ながらあなたは今までで最悪の上司と働いています。
どれだけひどいのかを先生に伝えましょう。

lie down on the job

e.g. I don’t think my boss would ever listen to others.

仕事をするフリをしてサボる

speak badly of ~

Activity2: Your coworker, Mary loves nothing but
gossiping! What have you heard from her?
Share it with your tutor.

～のことを悪く言う

complain

不平を言う

練習2：あなたの同僚であるメアリーは何よりも噂話が大好きです。
今まで何を彼女から聞かされましたか？先生に伝えてみましょう。

malicious

意地の悪い

e.g. Mr. Smith must like Alicia, the new employee, a lot.

have a number of affairs
複数との相手の不倫関係を持つ
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