Leve1 A1 Business English

Giving Orders
命令する

Lesson 42

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Please do not chew gum in
the office.

オフィスでガムをかまないでください。

2 SITUATION
状況
Mr. Sato is telling Mr. Green not to chew gum in the office.
佐藤さんはグリーンさんにオフィスでガムをかまないように言っています。

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。

Mr. Sato : Please do not chew gum in
the office.

佐藤：
オフィスでガムをかまないでくださ
い。

グリーン：
なぜだめなんですか？

Mr. Green: Why not?
Mr. Sato : It’s kind of rude to do it in
public in Japan.
Mr. Green: I see. Thanks for telling me.

佐藤：
日本では公衆の面前でそれをす
ることは失礼にあたることがあり
ます。

グリーン：
そうなんですね。教えてくださって
ありがとうございます。

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。

chew かむ
gum ガム
kind of やや

rude 失礼
in public
tell 言う

公衆の面前で
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Please do not chew gum in
the office.

オフィスでガムをかまないでください。
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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。

Don’t sit there!
Sit there.

そこに座ってはだめ！
そこに座りなさい。

6 ACTIVITY
練習
Activity :Choose the correct sentence from the box and make mini dialogues with your tutor.
練習： 四角の中から正しい文を選び、先生と短い会話をしましょう。

You are Ken’s boss.
1.Ken looks pale.
2.You are busy preparing the
meeting material.

Call Mr. Campbell back .

3.Ken is working till late.

You must be sick. Go home
and sleep.

4.Ken’s client called when he was out.

Go home! Do it tomorrow.

Please, help me.

Hurry up! You’ll be late.
5.It’s 12:45. Ken is supposed to visit his
client at 13:00.

Hints
ヒント

pale 青ざめる
busy 忙しい
prepare 準備する

material 資料
till ～まで
late 遅い

be supposed to ～するつもりだ
sleep 寝る
Hurry up 急げ
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