Level B1 Business English

Adjectives To Describe A Person
形容詞を使って人物を描写する

Lesson 31

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Indeed he is young, but he is prudent.
彼は若いですが、思慮深いです。

2 SITUATION
状況
Tom is talking with his secretary Mary.
トムは秘書のメアリーと話しています。

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。
メアリー：
トムさん、おはようございます。ミーティ
ングはいかがでしたか？

Mary: Good morning Tom. How was the meeting?
Tom: I think it was great. I asked John to prepare all the
business plans we needed to discuss with our potential
clients. They were very happy with our proposal in the
end as everything they needed to know was written
there on the documents. John delivered great work!
Mary: Oh, that is just great to hear.
Tom: Indeed he is young, but he is prudent… I highly regard
his performance especially after seeing the documents he
prepared and the way he communicated with our clients.
Mary: Wonderful!

トム：
素晴らしかったと思うよ。私はジョンに
我々の見込み客と話し合うためのビジ
ネスプランを全て準備するように依頼し
たんだ。先方は最終的に我々の提案を
すごく喜んでくれて、というのも彼らが
知りたかったことがすべて書類上に書
いてあったからね。ジョンは素晴らしい
仕事をしたよ！
メアリー：
へえ、それはよかったですね。
トム：
彼は若いけれども、思慮深いよ…彼が
準備した書類やクライアントとのやり取
りの仕方を見て、私は彼の能力を非常
に高く評価しているよ。
メアリー：
すばらしい！

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。

discuss ～を話し合う
proposal 提案
potential 見込みのある
indeed … but ~ 確かに…だが、しかし～

だ

highly 高く、非常に
regard ～とみなす
client 顧客、クライアント
prudent 慎重な、用心深い
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Indeed he is young, but he is prudent.
彼は若いですが、思慮深いです。

Describing A Person
人物を描写する

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。

My boss can be quite arrogant during the meeting.

私の上司は会議中きわめて横柄に
なることがある。

No other staff in the office is as brilliant as he is.

オフィスにいる他のどのスタッフも彼
ほど聡明ではない。

He is such an intellectual business man .

彼はそのような知的なビジネスマンです。

Nancy is a sophisticated secretary.

ナンシーは教養のある秘書です。

Sometimes the clients can be sneaky.

時にクライアントは卑怯になることがあり
ます。

My colleagues are all so considerate .

私の同僚はみな思いやりがあります。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity 1: Answer your tutor’s questions.

co-worker 同僚
efficient 能率的な
1. What is your co-worker like at work and outside work?
active 活動的な
opinionated
練習1： 先生の質問に答えてみましょう。

2. How do you describe yourself in your workplace?

自分の考えを曲げない
centered 自己中心的な

self
suitable ふさわしい
workplace 職場

3. What kind of people do you think are
suitable in managing a big company?
Activity 2: Describe two of your close colleagues to your tutor.
練習2： あなたの身近にいる2人の同僚について、先生に紹介してみましょう。
Their character / and their appearance
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