Level B1 Business English

Had/Should/Were Instead Of If
Ifの代わりにHad/Should/Wereを使う

Lesson 43

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Had I known that Ms. Kim was going to resign
from ABC, I would have given her a job offer.
キムさんがABCを退職すると知っていれば、彼女に仕事のオファーをしたのに。

2 SITUATION
状況
Leo is talking with his boss Mr. Brown.
レオは上司のブラウン氏と話しています。

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。

Leo

: Good morning, Mr. Brown. I was so
shocked to hear about Ms. Kim resigning
from ABC…

Mr. Brown: What? Do you know the reason for her
resignation?
Leo

: Well, I heard a rumor that she’s got a
pretty good job offer from HCC company.

Mr. Brown: Had I known that Ms. Kim was going to
resign from ABC, I would have given her
a job offer.

レオ：
おはようございます、ブラウンさん。
キムさんがABCを退職されると聞
いてとてもショックを受けています。
ブラウン：
何だって？彼女の退職理由は何か
知っているかい？
レオ：
ええ、HCC社からとても良い仕事
のオファーをもらったという噂を聞き
ました。
ブラウン：
キムさんがＡＢＣをやめると知って
いたら、私は彼女に仕事のオファー
をしただろうになぁ。

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。

shocked
reason
rumor

ショックを受けて
理由
噂

resignation
job offer
resign

辞職
求人
辞職する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Had I known that Ms. Kim was going to resign
from ABC, I would have given her a job offer.
キムさんがABCを退職すると知っていれば、彼女に仕事のオファーをしたのに。

Talk About Yourself Using “had/should/were” instead of “if”
ifの代わりにhad/should/were を使う

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。

Had I seen this job recruiting site earlier, I would have
applied for this engineering position.
Were he more careful, he would have avoided the failure.

もっと早くこの求人サイトを見ていたら、この
エンジニアの求人に応募しただろう。

もう少し注意深かったら、彼はその失敗を
免れただろう。

Should Kelly help her team, they will succeed.

ケリーが彼女のチームを助けたら、彼らは
成功するだろう。

Were she more confident, she would have a better
relationship with her business partners.

彼女にもっと自信があったら、彼女はビジネス
パートナーとよりよい関係を築けていただろう。

Had I studied more for the accounting exam, I would have
scored the highest in my team.

会計の試験に向けてもっと勉強していたら、
私のチームで最高得点が取れていただろう。

Should you work a little harder, you will get a pay raise.

もしもう少し一生懸命働いたら、昇給するだ
ろう。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity: Create sentences using “Had/Should/Were”
and key words listed below.
練習： 下記の語句と、”Had/Should/Were”を使って文を作ってみましょう。

1. meeting room, heater, freezing
2. more staff, finished the project on time
3. bought the more expensive package, better promotion

business trip 出張
manage 経営する、管理する
done
終了して、済ませて
print
印刷する
brochure パンフレット、小冊子

4. best sales, free trip
5. lottery ticket, won a million dollars
6. boss’ birthday, a present
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