Level B1 Business English

Lesson 29

Describing Objects-Adjectives To Nouns
人物・ものを描写する 形容詞から名詞へ

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

That is what you call arrogance.
あれがいわゆる傲慢というものです。

2 SITUATION
状況
Linda is telling Saki about her boss.
リンダは紗季に上司のことを話しています。

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。

Saki : How do you like your new job?
Linda: Oh, Saki! Do you really want to know what
I have to say? It’s been like a nightmare
ever since my first day at work!
Saki : What do you mean? Do you have any mean
workmates there?
Linda: Ugh, that guy has to be the most arrogant
creature I know in the whole world!
Saki : Hope you’re not talking about your boss.
Linda: I wish he wasn’t. That is what you call
arrogance!

紗季：
新しい仕事はどう？
リンダ：
あぁ,紗季！本当にそれ聞きた
い？初日からずっと悪夢のようよ。
紗季：
どう言う意味？意地悪な人でもい
るの？
リンダ：
あの人私が知ってる人の中で一
番傲慢な生き物に違いないわ。
紗季：
上司のことじゃなければいいけど。
リンダ：
それがそうなのよ。あれがいわゆ
る傲慢っていうものよ。

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。

nightmare 悪夢、悪夢のような
creature 生物、人間

whole 全体の、全
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

That is what you call arrogance.
あれがいわゆる傲慢というものです。

Describing Objects – Adjectives to Nouns
人物やものを描写する 形容詞から名詞への変換

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。

It’s hard to be submissive to the business
manager.
⇒Submissiveness is what he wants.

営業部長に対して従順になることは
困難だ。
⇒従順こそ彼が必要とするものだ。

Julia is fed up with the irksome regulations in
her office.
⇒The irksomeness of the regulations in the
office makes Julia annoyed.

ジュリアはうんざりするような職場の
規則にあきあきしている。
⇒職場の規則の退屈さにジュリアは
あきあきしている。

shy – shyness confident – confidence

内気な-内気さ 自信のある-自信

lazy – laziness polite – politeness

怠惰な-怠惰 礼儀正しい-礼儀ただしさ

6 ACTIVITY
練習
Activity1: What’s your boss like? How about your
coworkers? First use adjectives then turn them
into noun forms.

Hints
ヒント
Adding –ness at the end of an
adjective makes its noun.
e.g. inimical + ness = inimicalness

練習1：職場の上司や同僚はどんな人たちですか。
まず形容詞を使い、そのあとに名詞の形に変えましょう。

Activity2: Describe your responsibilities at work.
First use adjectives then turn them into
noun forms. Can you use them both?
練習2：職場でのあなたのやるべきことについて話してみましょう。
まず形容詞を使い、そのあとに名詞の形に変えましょう。
両方を使えるでしょうか。

desolate+ ness = desolateness
Also changing “t” at the end of an
adjective into “-ce” also makes its
noun form.
e.g. different ⇒ difference
relevant ⇒ relevance
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