Level B1 Business English

Lesson 87

Making Suggestions To Improve The Business
業務改善のための提案をする

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Might I suggest that we re-evaluate the need
for the new office?
新しい事務所の必要性を再検討してみてはいかがですか？

2 SITUATION
状況

Terry is talking with his colleague Gary.
テリーは同僚のギャリーと話しています。

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。

Terry: It seems that our profits are down this quarter.
The accounting department is suggesting that we
cut employee bonuses this year to make up for it.
Gary : Oh, just a second. Might I suggest that we reevaluate the need for the new office?
Terry: That might be a wise idea.

テリー：
この四半期で我々の利益は減少した
ようですね。経理部はその補填のため
.に従業員のボーナスカットを提案して
いるようです。
ギャリー：
えっ、ちょっと待ってください、新しい事
務所の必要性を再検討してみるのは
どうでしょうか？
テリー：
それは賢い考えかもしれません。

Gary : I think we can survive another year in this office
if it means keeping the employees happy. We
can’t afford to lose any of them.
Terry: Alright. I will tell the planning department to put
a hold on the request.

ギャリー：
我々は従業員満足さえ保てばこのオ
フィスでもう一年間なんとか持ちこたえ
られると思うんですよ。彼らの誰をも失
いたくないし。
テリー：
そうですね。企画部門に要求を保留し
てもらうように頼んでみます。

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。

profits 利益
quarter 四半期
accounting 経理、会計

bonus 賞与
re-evaluate ~を再評価する、再検討する
put a hold 保留にする
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Might I suggest that we re-evaluate the need
for the new office?
新しい事務所の必要性を再検討してみてはいかがですか？

Making Suggestions To Improve the Business
よりよい仕事のための提案をする

We should probably consider investing in a better coffee
machine.

我々はおそらくよりよいコーヒーマシーンに投資す
ることを考えるべきだ。

Might I suggest that we have regular staff meetings for
better internal communication?

内部のコミュニケーションを向上させるために定例
のスタッフミーティングを行ってはいかがでしょうか。

May I suggest that we check our clients’ contact list regularly
for better marketing solution.

よりよりマーケティング課題解決のために顧客へ
のコンタクトリストを定期的に確認してはどうでしょ
うか。

Can I suggest that we invest more in marketing materials
such as posters, flyers, and brochures?

ポスターやチラシ、パンフレットといったマーケティ
ング素材にもっと投資してはどうでしょうか。

We should probably consider inviting all the potential
investors to our office.

我々は恐らく全ての見込み投資家を我々のオフィ
スに招くことを考えるべきである。

Might I suggest that we all put away our confidential
documents before we leave the office?

オフィスを出る前に機密書類は全て片付けるよう
に提案してもよろしいでしょうか。

We should probably pay more attention to what “ABC” is
doing. They are a fast growing company and will soon be our
competitor.

我々は「ABC」がやっていることに恐らくもっと注意
を払うべきだ。彼らは急速に成長している会社でま
もなく我々の競合になるだろう。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Tell your tutor about suggestions that could help improve your company.
練習： 下記のキーワードを使って会社をよくするための提案を作って、先生に話してみましょう。

Think about how to improve efficiency, decrease expenses, increase
sales, improve customer relations, improve employee morale and
increase the profits.
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