Level B1 Business English

Asking For A Time Frame
時間の見積りを尋ねる

Lesson 75

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Do you think you can get it ready
by noon?
お昼までに準備できそうですか？

2 SITUATION
状況

Tom is talking with his colleague Ivy on the phone.
トムは同僚のアイビーと電話で話しています。

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。

Tom: Hey Ivy, How are you going with the writing?

トム：
やあアイビー、書面のほうはどう？

Ivy : I am still working on it. It is time consuming.

アイビー：
まだやっているところです。時間がかかっ
て。

.

Tom: Do you think you can get it ready by noon?

トム：
お昼までに準備きそうかな？

Ivy : Well. I hope I can finish it in half an hour, but its
hard to predict at this stage.

アイビー：
そうですね。あと30分くらいで終えられた
らいいのですが、今の段階で予測するの
は難しいです。

Tom: Ok. Well let me know if there is anything I can
help you with.
Ivy : Thanks. I am ok for now.

トム：
わかった、そうだな、何か手伝えることが
あったら言ってくれよ。
アイビー：
ありがとうございます。今のところ大丈夫
です。

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。

writing 書くこと、書面
work on 手がける
consume ～を消費する

ready 準備ができて
noon 正午
predict 予期する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Do you think you can get it ready
by noon?
お昼までに準備できそうですか？

Asking For A Time Frame
時間の見積りを尋ねる

Do you think you can finish this by Monday the 14th?

これを14日の月曜日までに終えられますか？

Could you let me know when you can complete this task by?

いつまでにこのタスクを終えられるか教えても
らえますか？

How long do you think this is going to take?

受け取ることができるまでどのくらいかかりま
すか？

When do you expect to be finished by?

いつくらいまでに終わらせたいですか？

Could you please tell me when I need to hand in the report
by?
Can you give me a rough idea of when we can get it?

Do you think you can get them printed by Thursday the

20th?

いつまでに報告書を提出しなければならない
か教えていただけますか？
私たちがいつまでにそれをやり遂げられるか、
あなたの大まかな考えを頂けますか？
20日木曜日までにそれらを印刷してもらえる
と思いますか？

6 ACTIVITY
練習
Activity: Role play the following situations with your tutor.
練習： 下記の状況について、先生とロールプレイをしましょう。

1.

Hints
ヒント

You don’t know what time the meeting will
finish.

Could you please inform me ~
～を知らせていただけますか

2.
3.

Do you think you can tell me ~

You want your client to send you an email
by this afternoon.

～については分かりますか

You have been waiting for your answer for a
week and you want to know when you will
get it.

finalize 完成させる、終了させる
draft 草案、下書き
pick up 迎えに行く
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