Level B1 Business English

Embedded Questions
埋め込み疑問文

Lesson 53

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I wonder why that particular mobile
attracted so many customers.
私はその特定の携帯電話の何がそれほど
多くの顧客をひきつけるのかを不思議に思います。

2 SITUATION
状況
Rita is talking with her colleague Ricky.
リタは同僚のリ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。

Rita : Did you hear the news about the latest mobile launched
by ABC yesterday, one of our toughest competitors?

リタ：
昨日、我々にとって最も手ごわい競合の
ABCから最新の携帯電話が発売されたって
.
いうニュースを聞いた？

Ricky: I was going to ask you the same question just now. I
wonder why that particular mobile attracted so many
customers. Can you believe that ABC sold more than
50,000 mobiles within the first hour?

リッキー：
僕も今同じ質問をしようとしていたよ。僕は
その携帯電話の何がそれほど多くの顧客を
引きつけるのかを不思議に思うよ.最初の1
時間でABCが50000台以上も売ったなんて
信じられる？

Rita : I know. I could not believe my ears when I heard that.

リタ：
そうよね。私もそれを聞いた時自分の耳を
疑ったわ。

Ricky: Well, we will need to analyze the product thoroughly.
Rita : I totally agree with you. Let’s look at the style of the
mobile first. Can you find anything interesting?

リッキー：
そうしたら我々はその製品をくまなく分析す
ることが必要だね。
リタ：
まったくその通りね。ではその携帯電話の
形状から見てみましょうか―何か興味深い
ところはあるかしら？

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。

latest 最新の
launch 送り出す、発売する
particular 特にその、特定の

mobile 携帯電話
analyze 分析する
thoroughly くまなく
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I wonder why that particular mobile
attracted so many customers.
私はその特定の携帯電話の何がそれほど
多くの顧客をひきつけるのかを不思議に思います。
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I wonder how and where you got this confidential news.

どうやって、どこで君はこの機密のニ
ュースを知ったんだろう。

I wonder what she ate last night to get food poisoning.

食中毒になるなんて何を彼女は昨晩
食べたのだろう。

I wonder how she went with her job interview yesterday.

昨日の彼女の採用面接はどうだったのだろう。

I wonder what company he’d worked for before joining us.

彼は我々の会社に来る前どんな会社にい
たんだろう。

I wonder where I can get a nice gift for my potential client.

見込み客のためにどこでいい贈り物を
手に入れたらいいだろうか？

I wonder where we are having the training session tomorrow.

明日の研修はどこで受けるんだろう？

I wonder where he learned his presentation skills.

彼はどこでプレゼンスキルを学んだんだろう。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Change the following question to embedded question.
練習： 下記の文を埋め込み疑問文に書き換えてみましょう。

Hints

ヒント

1. How much does the supplier charge us for this
particular fabric?
2. Where should I take my client tonight?

Now ask your tutor some questions using your own
ideas.

material 原料、材料
fabric 布、織物
supplier 供給業者
cozy 居心地の良い
reasonable （値段が）手頃な
fantastic すてきな
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