Level B1 Business English

Purpose Of Making A Call
電話の目的

Lesson 80

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

The reason for my call is to speak with you
regarding the meeting next week.
来週の会議についてお話しするために電話しました。

2 SITUATION
状況

Matt is talking with his colleague Tim on the phone.
マットは同僚のティム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。

Matt: Thank you for calling ABC. This is Matt speaking.

マット：
お電話ありがとうございます。ABCです。マットが
お受けしております。

.

Tim : Hi, Matt. This is Tim from DEF. Long time no talk.
Matt: Hello Tim. How have you been?

ティム：
こんにちはマット、DEFのティムです。お久しぶり
です。
マット：
こんにちはティム。元気でしたか？

Tim : I’ve been extremely busy lately. Time just flies. By
the way, the reason for my call is to speak with
you regarding the meeting next week.

Matt: Sure.

ティム：
最近すごく忙しくて、、時間が経つのが早いです。
ところで電話した理由なんですが、来週の会議に
ついてお話しできればと思いまして。

マット：
そうですね。

Tim : Are we still having the meeting inside the “TTT”
building?

ティム：
またTTTビルで会議しますか？
マット：
そうですよ。

Matt: Yes, we are.

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。

long time no ~
長いあいだ～してない、ひさしぶり

extremely

ものすごく

regarding ～について
inside 中
building ビル
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

The reason for my call is to speak with you
regarding the meeting next week.
来週の会議についてお話しするために電話しました。

Purpose Of Making A Call
電話の目的

I am calling to find out more about the upcoming meeting.

電話をしたのは次の会議についてもっと知
りたいからです。

The reason for my call is to confirm the time/date.

電話をしたのは時間を確認したかったから
です。

I was hoping to talk with Mr. White regarding our launch party.

設立パーティーについてホワイト氏と話し
たいのですが。

The reason I am calling you today is to introduce our product.

今日お電話した理由は私たちの新しい製
品を紹介したいからです。

The reason for my call is to make an announcement that our
office has moved.

お電話した理由はオフィスの移転をお知ら
せするためです。

The reason for my call today is to talk to you about an opportunity
to be a business partner.

今日お電話したのはあなたのビジネスパ
ートナーの機会があるかどうか伺うためで
す。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Create a reason for your call to someone using
the following keywords.
練習： 下記のキーワードを使って、電話した目的を伝える文を作りましょう。

1. inform, lost property,
2. information, mobile phone
3. cancel, meeting

Hints
ヒント
lost & found property
details 詳細
features 特徴
check チェック
availability 利用可否

4. book an appointment
5. confirm, address
6. complain about a service
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