Level B1 Business English

Giving Reasons Using Because
Becauseを使って理由を説明する

Lesson 40

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Because none of us
specialize in this area.
なぜなら我々のうち誰もこの分野に専門性を持つものがいないからです。

2 SITUATION
状況
Eddie is talking with one of his staffs Toby.
エディはスタッフのト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。

Toby : Eddie, When are we going to start our internal
training for this project?

トビー：
エディーさん、このプロジェクトに関して
の内部トレーニングはいつ始めます
か？

Eddie: Well, I am about to confirm the date now. This
particular project will be taught by an
experienced trainer from Australia because
none of us specialize in this area.

エディー：
うん、今日付を確認するところだったよ。
この特別なプロジェクトはオーストラリ
アから来る経験豊富なトレーナーによ
って指導されるんだ、というのも我々に
はこの分野に専門性を持つ人がいない
からね。

Toby : I see. Well, if there are any documents I need to
prepare for this project, please let me know in
advance.

トビー：
わかりました。それではもしこのプロジ
ェクトに関して用意する書類があれば、
前もって知らせてください。

Eddie: Sure. Thanks Toby.

エディー：
もちろん。ありがとう、トビー。

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。
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Because none of us
specialize in this area.

なぜなら我々のうち誰もこの分野に専門性を持つものがいないからです。

Giving Reasons Using “Because”
Becauseを使用して理由を説明する

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。

Sir. I am terribly sorry. However, we can not deliver the fax
machine you ordered by this afternoon because there was a
miscommunication between the factory and us.

お客様、大変申し訳ございませんがご注文いた
だいたFAX機器を本日午後までにお届けできま
せん、なぜなら工場と私どもの間に行き違いが
ありまして…

The angry customer ended up leaving the restaurant happily
because the restaurant staff were good listeners and were
polite to him.

その怒った顧客は最終的にはレストランを満足
した気分で出た、というのもレストランスタッフが
彼の話をよく聞き、礼儀正しかったからだ。

We will need to keep our eyes on our belongings because we are
new to this area.

我々は持ち物から目を離さないようにしなければ
いけないだろう、なぜなら我々はこの地域に来た
ばかりだからだ。

Please make sure to turn off the computer before leaving the
office because our electricity bill went up by 15% compared to
last month!

オフィスを離れる前に必ずコンピューターを切る
ようにしてください、なぜなら先月に比べて電気
代が15%も上がったからです！

All the rooms have been booked already in this hotel because an
international conference will be held at the same time as your
requested date.

このホテルの部屋はすでに全て埋まってしま
いました、なぜならご希望の日付と同時に国
際会議が開かれるからです。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Talk about something that made you surprised
recently and give a reason why.
練習： あなたが最近驚いたことについて話してみましょう、
またその理由も述べましょう。

Hints
ヒント
pay rise 昇給
take days off from work
仕事を休む
意見、フィードバック

feedback
performance 成績、実績
resignation 辞職
decision 決定

