Level B1 Business English

Lesson 30

Describing Objects-Advanced Adjectives
物事を描写する

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

It’s a tentative agreement, right?
それは仮合意ですよね？

2 SITUATION
状況
Ryan and Toshiya are talking about the announcement by the CEO.
ライアンと俊哉は勤務先の会長が出した発表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。

Ryan

: I suppose it’s going to cause a disturbance
in the whole company.

Toshiya: Are you talking about the announcement
by the CEO yesterday?
Ryan

: Oh yeah, I can’t believe he’s agreed on the
merger with One Mart!

Toshiya: I’m not surprised though as he’s been kind
of implying there may be a chance of a big
change for the past few months. Besides,
it’s a tentative agreement, right?
Ryan

: As far as I know, that’s what he stated.

Toshiya: I guess we just have to wait and see.

ライアン：
社内中大騒ぎになるだろうな。
俊哉：
昨日の会長の発表のことかい？
ライアン：
あぁそうだよ。ワンマートとの合併
に承諾するなんて信じられないよ。
俊哉：
会長はここ数カ月、大規模な変革
があるだろうってほのめかしてい
たから驚きはしないな。おまけにそ
れって仮のものだろう？
ライアン：
僕が信じる限りではそう会長はは
っきり言っていたね。
俊哉：
とにかくどうなるのか待つしかない
ね。

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。

disturbance 動揺、不安、騒動
merger 合併
imply ほのめかす

besides ･･･に加えて=in addition to
convince 確信する
state はっきり述べる、言明する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

It’s a tentative agreement, right?
それは仮合意ですよね？

Describing objects – Advanced Adjectives
人物やものを描写する いろいろな形容詞

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。

Julie, in the accounting department, has a
vivacious personality. That’s why she has such
a good relationship with everyone.

会計課のジュリーは陽気な性格の持
ち主だ。だから彼女が皆と良い関係
を持っているのだ。

Don’t be so elated yet. We still haven’t
received the sales report from a couple of our
branches.

大喜びするのはまだ早い。いくつか
の支店からの売上報告がまだなの
だ。

Mr. Lim told Joe off about how stagnant he’d
become in recent months.

6 ACTIVITY
練習
Activity1: Can you name synonyms of the
following adjectives?
練習1：次の形容詞の類義語を挙げましょう。

1. duly

2. lenient 3. unheeded

4. stagnant

5. adjacent

6. stodgy

7. reprehensible

リム氏はジョーにこの数ヶ月彼がいかに
低迷していたかについて叱責した。

Hints
ヒント
deplorable

遺憾である

motionless

静止した

kind, charitable
親切な、寛大な

next door to
〜の隣に

overlooked
Activity2: Using the adjectives above,
make sentences related to business.

properly

見落とされる

きちんと

練習2：練習1で出てきた形容詞を使って、
ビジネスシーンに関係するような文章を作ってみましょう。

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

