Level B1 Business English

Requests During A Meeting
会議中の依頼

Lesson 84

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Can you move the microphone closer?
マイクを少し近くに動かしてください。

2 SITUATION
状況

Sean is talking with his colleague Elle in Sydney.
ショーンはシドニーにいるエルと話しています。

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。

Sean: Ok, so first of all, I will briefly talk about our
concept.

ショーン：
はい、では最初に、簡単にコンセプトを
説明します。
.

Elle : Alright. Go ahead.

エル：
分かりました、どうぞ。

Sean: With this particular product, we are
targeting younger workers say between 20-35
years old. And…
Elle : Sorry to interrupt you there, but can you
move the microphone closer?

ショーン：
こちらの製品ですが、20から35歳の間
の若い労働者をターゲットとしており、
そして、、
エル：
割り込んですみません、しかしもうすこ
しマイクを近づけていただけますか？

Sean: Oh, sorry. Can you hear me ok now?

ショーン：
ああ、すみません。これなら聞こえます
か？

Elle : Perfect.

エル：
完璧です。

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。

first of all 最初に
briefly 簡単に
go ahead 続ける
target ターゲット

interrupt 邪魔する
microphone マイク
hear 聞く
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Can you move the microphone closer?
マイクを少し近くに動かしてください。

Requests During A Meeting
会議中に依頼する

Can somebody please take the meeting minutes?

だれか議事録をとって頂けませんか？

Can you please turn up the volume a little bit?

ボリュームを少し上げてくれますか？

Would you mind writing a little bigger on the white board?

ホワイトボードにもう少し大きく書いてもら
えますか？

Could you please repeat what you’d just said?.

今何を言ったか繰り返して頂けません
か？

Could you please give us briefings before you go on to
the next session?

次のセッションに進む前に簡単にまとめて
いただけませんか？

6 ACTIVITY
練習
Activity. Make some requests for the following situations.
練習：下記の状況に基づいて、お願いをしてみましょう。

1. You want coffee
2. The room is too cold
3. The room is too hot
4. You need a pen
5. You would like another copy of the handout
6. You want the speaker to repeat what they said
7. You want to make the image on the screen larger.
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