Level B1 Business English

Advice
アドバイスをする

Lesson 61

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

To get things started,
you need to learn Japanese.
まず始めに日本語を勉強するべきです。

2 SITUATION
状況
Steve and his co-worker Keiko are talking at the office.
スティーブと同僚のケイコがオフィスで話しています。

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。
Keiko: Steve, how did the meeting with the boss go?

ケイコ：
スティーブ、ボスとのミーティングはどうだった？

Steve: He's sending me to Japan for a year.

スティーブ：
一年、日本に行くことになったよ。

Keiko: Wow! When will you be transferred?

ケイコ：
へえ！いつ転勤になるの？

Steve: He said that I would move to Tokyo next month.

スティーブ：
ボスは、僕が来月東京に異動になるって言ってた
よ。

Keiko: That’s great. You should travel around Asia. It’s a great
opportunity.

ケイコ：
それはよかったわ。アジアのあたりを旅行すると
いいわ。素晴らしい機会よ。

Steve: Yeah, but first of all, I want to travel across Japan. Where do you
recommend?

スティーブ：
そうだね、でもまず始めに日本を旅行したいな。
どこがおすすめ？

Keiko: Well, you should go to Kyoto, Osaka, Hokkaido and so on.

ケイコ：
そうね、京都、大阪、北海道などに行くべきよ。

Steve: I can't wait to go there.

スティーブ：
行くのが待ちきれないよ。

Keiko: To get things started, you need to learn Japanese.

ケイコ：
まず始めに、日本語の勉強をしなくちゃね。

Steve: Yeah, you have to teach me.

スティーブ：
そうだね、僕に教えてくれないと。

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。

recommend
opportunity

お勧めする

first of all

まず始めに

機会
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

To get things started,
you need to learn Japanese.
まず始めに日本語を勉強するべきです。

Advice (should/must/need to)
アドバイスする

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 needs to work harder if he wants to make progress.

彼がもっと進歩したければ、努力する必要がある。

You need to be a little more flexible.

あなたもう少し柔軟な考え方をする必要がある。

You should take a break.

一休みするべきです。

You shouldn’t eat anything after 10:00pm.

夜10時以降は何も食べるべきではありません。

You must follow the rule about communication.

あなたはコミュニケーションに関するルールを
守らなくてはならない。

You must see your boss before you leave the office.

あなたは会社を出る前にボスに会わなければならない。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Complete sentences with your idea by using
should/shouldn‘t/must/need
練習１： 今日のフレーズを使って、自分のアイデアで文を完成させましょう。

Hints
ヒント
bring a passport

1. When you travel abroad, you__________ .

パスポートを持っていく

get a guidebook

2. If you want to get along with your coｰworkers,
you___________.

ガイドブックを手に入れる

find fault with other people
3. If you have a very important meeting, you________.

他人のあら探しをする

cooperate 助け合う
prepare well 十分に準備をする
be late 遅れる

Activity 2: Tell your tutor about a Japanese custom.
練習2： 日本の習慣について講師に話してみましょう。

In Japan, you should/shouldn't/need to/must to____________.
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