Level B1 Business English

-ish/ -esque/ -like
～っぽい/ ～風の/ ～のような

Lesson 32

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Our marketing manager is just like
Superman!
我々のマーケティングマネージャーはまさにスーパーマンみたいなんです！

2 SITUATION
状況
Tracy is talking to her friend Ivy after work .
トレーシーは仕事の後で友人のアイビーと話しています。

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。

Tracy : Oh, I am exhausted now. I had a long day!
Ivy

: Tell me about it… I was pretty busy at work
too.

Tracy : Luckily, whenever I am stuck with some work,
I can ask my manager and he can assist me
with any kind of problems. Our marketing
manager is just like Superman!

Ivy

: Oh, that’s excellent. Somebody like him needs
to come join our team soon!

トレーシー：
いやー、めちゃくちゃ疲れたわ。長
い一日だった！
アイビー：
話してくれよ…僕も仕事がものすご
く忙しかったよ。
トレーシー：
幸運なことに私が仕事に詰まると、
私はマネージャーに尋ねることがで
きて、彼はどんな問題でも手伝って
くれるの。私たちのセールス/マー
ケティングマネージャーはスーパー
マンみたいなのよ！
アイビー：
へぇ、それは素晴らしいね。彼みた
いな人が我々のチームに加わって
くれるといいのに！

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。

exhausted 疲れ切った、へとへとになった
stuck with ~ ～に詰まる、ひっかかる

assist

手伝う
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Our marketing manager is
just like Superman!
我々の営業/マーケティングマネージャーはまさにスーパーマンみたいなんです！

Describing Using ~ish/~esque/~like
ish/ -esque/ -likeを使って描写する

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。

I got to the clients’ office at 9ish this morning.

私はクライアントのオフィスに今朝9
時くらいに着いた。

Our president’s farewell party will be held in Paris- a
beautiful picturesque city.

私たちの社長の送別会はパリ
―美しく絵画のような街で開かれます。

I was asked similar questions like yours at the
interview.

私はインタビューであなた方のと同
じような質問をされました。

I tend to wear a blackish jacket whenever I
attend a serious meeting.

私は深刻なミーティングの時はいつでも
黒っぽいジャケットを着ることが多いです。

The conference started at 10 and finished about 5ish! It
was the longest meeting I have ever attended!

会議は午前10時に始まって、5時くらい
に終わりました！今まで出席した中で最
も長いミーティングでした。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity 1: Answer your tutor’s questions.

commute 通勤（通学）する
competitive 競争力のある
finance 財政、財務
blackish 黒っぽい
unique 独特の、唯一の

練習1： 先生の質問に答えてみましょう。

1. What time do you usually go to work?
2. Which country would you choose if you had
a chance to work there?
3. What is your office like?
Activity 2: Ask your tutor some questions which require phrase
such as ~ish/~esque, or ~like..
練習2： ~ish/~esque, or ~likeを使って、先生にいくつか質問をしてみましょう
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