Level B1 Business English

Zero Conditional
仮定

Lesson 49

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

If you are late for a job interview,
you don’t get the job.
もし面接に遅れたら、仕事が得られないですよ。

2 SITUATION
状況
Miki is talking with her friend Becky.
ミキは友達のベッキーと話しています。

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。

Miki

: Oh. I am too nervous to eat anything now.

Becky: Well you should eat something so that you
have energy.
Miki

ベッキー：
もっと元気を出すために何か食べるべ
きよ。
ミキ：
そうね、その通りだわ。

: Yeah, you are right.

Becky: What time is your interview by the way?
Miki

ミキ：
緊張しすぎて食べられないわ…

: It’s in an hour. I should leave here soon.

Becky: Oh you should! If you are late for a job
interview, you don’t get the job. Good luck!

ベッキー：
ところで面接は何時なの？
ミキ：
一時間もしないうちよ。もうすぐここを出
なくちゃ。
ベッキー：
そうしなさいよ！面接に遅れたら、仕事
につけないわよ！行け、行け！幸運を
祈るわ！

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。

too ~ to… あまりに～で…できない
energy 精力、元気

job interview

（仕事の）面接
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

If you are late for a job interview,
you don’t get the job.
もし面接に遅れたら、仕事が得られないですよ。

Statements Which Contain The Zero Conditional
仮定を含む文

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。

If I miss the 8:30 train, I miss the flight to Paris.

8:30の電車を逃したら、パリへのフライトを逃
すだろう。

If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.

水を摂氏100度まで温めたら、沸騰する。

If people don’t eat or drink, they die.

人々は飲み食いしなければ、死んでしまう。

If I keep making the same mistakes, I lose this job.

同じ間違いをし続けたら、私は仕事を失う。

If you work harder than now, you get promoted,

もし今より一生懸命働いたら、昇進する。

If you mix red and blue, you get purple.

赤と青とを混ぜたら、紫になる。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Use the two parts and make statements with the zero conditional.
練習： 下記の単語を使って、仮定を含む文を作ってみましょう。

1.
2.
3.
4.
5.
6.

miss the deadline- lose the account
cancel the advertisement- lose customers
give a free gift- get new customers
offer and award- get more sales
hire part-time staff- finish the project faster
hold a staff party- increase morale
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