Level B1 Business English

Emphasize In Other Words
他の言葉で言い換える、強調する

Lesson 47

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

The client means that it is slightly
over their budget to go ahead with our
suggested plan.
クライアントは我々が提案した案でいくにはちょっと予算オーバーだと言っています。

2 SITUATION
状況
Mike is talking with his boss Kent.
マイクは上司のケントと話しています。

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。

Kent: So how did it go in the meeting last week with ABC?

ケント：
先週のABCとのミーティングはどうだった？

Mike: Yes the meeting itself went ok, however they are still
considering whether or not they will go ahead with us.

マイク：
ええ、ミーティング自体は大丈夫だったんで
すが、しかし彼らはまだ我々と進めるかどう
かを検討しています。

Kent: What is taking them so long to make a decision? It’s not
rocket science.

ケント：
決定をするのになんでそんなに時間がかか
るんだろう。ロケット科学じゃあるまいし。

Mike: Well, they keep saying to me that their company isn’t big.
The client means that it is slightly over their budget to
go ahead with our suggested plan.

マイク：
ええと、彼らは自分たちの会社は大きくない
と言い続けています。お客様は我々が提案
したプランでいくにはちょっと予算オーバー
だと言っています。

Kent: Hmm… We’ve already given them a very special price.

ケント：
うーん、彼らにはすでに特別価格を提示して
いるのになぁ…

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。

suggest 提案する
make a decision

決定する

keep ~ ing ～し続ける
budget 予算
Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd.

Level B1 Business English

Emphasize In Other Words
他の言葉で言い換える、強調する

Lesson 47

FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

The client means that it is slightly over their
budget to go ahead with our suggested plan.
クライアントは我々が提案した案でいくにはちょっと予算オーバーだと言っています。
Emphasis in Other Words
他の言葉で言い換える、強調する

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。

He means that he expects you to complete all the tasks before
Tuesday.

彼はあなたに火曜日までにすべてのタスクを
完了することを期待しています。

She is trying to say that she does not want to give up on her
project.

彼女は彼女のプロジェクトをあきらめた
くないと言おうとしています。

What I mean is that I will take care of this issue and make sure
that everything will be fine like before.

私が意味していることは私がこの件について担当
し、全てを以前のように整えるということです。

He means that he will deliver what he’s promised to his business
partners.
I mean that I would love to join you for tonight’s dinner but I can’t.

彼はビジネスパートナーと約束したことを届
けると言っています。
今日の夕食に加わりたいのですが、無理だ
ということです。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Create sentences which restates for clarification/emphasis.
練習： 下記の内容を確かめる/強調するための文を作りましょう。

Hints

1. I want to be a manager in 2 years ------ start the
sentence with “She”

ヒント

in 2 years

2年以内に

2. I want to leave here and study in France next
year ------- start the sentence with “He”

expect

期待する

3. He said that the documents were in the mail and
that we should receive them by Friday at the latest.

desire

～を強く望む

4. The cost of holding a company trip this year
might not fit with our current budget system.

architecture

建築

implementation

実行、実施

5. The new ad campaign has started. The results
are not what we expected. Is it because of the ad
design?
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