Level B1 Business English

Describing An Object
物を描写する

Lesson 37

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

It is made of slightly bent copper
which comes in a variety of shapes and sizes.
それは軽く曲げた銅でできていて、たくさんの形や大きさがあります。

2 SITUATION
状況
Ana is at the designer’s shop and talking to the shop assistant Helen.
アナはデザイナーズショップで、店員のヘレンに尋ねています。

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。

Helen: Welcome to DKN Designers Shop. Let me know if there
is anything I can help you with.

ヘレン：
DKNデザイナーショップへようこそ。何かお
手伝いできることがあればおっしゃってくださ
いね。

Ana : Yes. I am looking for a unique yet practical light for my
new house. What is your recommendation here?

アナ：
ええ。新しい家のためにユニークで実用的
な照明を探しています。ここでのあなたのお
すすめは何ですか？

Helen: Certainly. Our popular style of the pendant light is this
one here. It is made of slightly bent copper which
comes in a variety of shapes and sizes. It is all hand
made by our craftsman too which adds character to
each light.

ヘレン：
かしこまりました。私共の人気のペンダント
ライトはこちらにございます。それは軽く曲げ
られた銅でできていて、たくさんの形やサイ
ズがあります。すべて我々の職人による手
作りで、一つ一つの照明に個性を与えてい
ます。

Ana : That sounds great. How much is it by the way?

アナ：
それはすばらしいですね。ところで、おいくら
でしょうか。
ヘレン：
再度確認させていただいてもよろしいでしょ
うか…

Helen: Let me double check for you.

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。

unique 独特の、ユニークな
recommendation 推薦
bend 曲げる

craftsman 職人
add 加える
double check 再確認
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

It is made of slightly bent copper
which comes in a variety of shapes and sizes.
それは軽く曲げた銅でできていて、たくさんの形や大きさがあります。

Describe Things You Can Find in A Workplace
職場にあるものについて話す

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。

A flat narrow piece of plastic, metal etc with straight edges, that
is used to draw straight lines or measure things.

まっすぐなへりのある、平らで細いプラス
チックや金属などの断片で、直線を書い
たり物を測ったりするのに使います。

A tool used to cut paper, made of two sharp blades and a handle
with two holes for your fingers.

紙を切るための道具で、２つの鋭い刃と
指を入れるための２つの穴のついた持ち
手があります。

A machine used for sending and receiving documents.

書類を送ったり受け取ったりするため
の機械です。

A board with a smooth surface, used in meetings for writing on
with a marker.

滑らかな表面をした板で、ミーティング中
マーカーで書き込むのに使います。

An electric machine that can store information and do things
with it according to a set of instructions called a program.

情報をたくわえたり、プログラムと呼ばれ
る一連の命令によって物事を行ったりす
ることのできる電子機械。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity 1: Try to describe the following objects to your tutor.
練習1： 下記の物がどんな物であるか、先生に説明してみましょう。

1. white board
2. work desk

conference 会議
regularly 定期的に、規則正しく
practical 実践的な
light in weight 重さが軽い

3. bag designed for workers.
Activity 2: Listen to your tutor carefully and guess
what object he/she is describing.
練習2： 先生の話をよく聞いて、何の説明をしているのか当ててみましょう。
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