Level A2 Business English

Using Small Talk
スモールトークの活用	

Lesson 2

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

Is this your first time to visit
the main branch?
本店を訪れるのは今回初めてですか。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Yamada is meeting Mr. Campbell for the first time at the main branch.
ヤマダさんは本店で初めてキャンベルさんに会います。	

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. Campbell:

Mr. Yamada

Nice to meet you, Mr. Yamada.
My name is Edward Campbell.
Is this your first time to visit
the main branch?

: Yes. This is my first time.
There are more people working
here than I expected.

Mr. Campbell:

Yes. More than one thousand
people are working here.

	
キャンベル： 	
ヤマダさん、初めまして。	
私はエドワード・キャンベルです。	
本店を訪れるのは今回初めてで
すか？	
	
	
	
	
ヤマダ：	
そうです。これが初めてです。	
思っていた以上に多くの人が働い
ていますね。	
	
	
	
キャンベル：	
そうです。ここでは1000人以上の
人が働いているんですよ。	

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。 	

visit
expect

訪問する、訪れる
予想する

	

main branch
thousand

本店
１０００

	

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 	

Level A2 Business English

Using Small Talk
スモールトークの活用	

Lesson 2

FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

Is this your first time to visit
the main branch?
本店を訪れるのは今回初めてですか。	

Small Talk / Safe Topics
軽い会話/無難な話題	

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。 	

I commute from Kobe to Osaka
every morning.

私は毎朝神戸から大阪まで通勤します。	

I usually go to a coffee shop after
lunch.

私は昼食後たいていコーヒーショップに行きます。	

Sometimes I need to make a
presentation in English.

私は時々英語でプレゼンをしなくてはなりません。	

Have you visited the head office?

あなたは本社に行ったことがありますか。	
*have + 過去分詞：～したことがある	

How do you spend your lunch
break?

お昼休みはどのように過ごしますか。	

He has just been transferred to our
Nagoya branch.

彼は名古屋支社に転勤してきたばかりです。	

Hints
ヒント	

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Practice small talk for the following situations
練習： 下記のシチュエーションでスモールトークの練習をしましょう。	

1. You are talking to your new coworker at lunch.
あなたは新しく来た同僚とランチで話しています。

2. You are riding the elevator together with your
subordinate.
エレベーターで部下と一緒になります。

プレゼンをする

3. You happen to meet your coworker at a station.
偶然駅で同僚と会います。

coworker
同僚
ride
～に乗る
elevator
エレベーター
together
一緒に
subordinate 部下
happen to~ 偶然～する
commute
通勤する
make a presentation
head office / headquarters
本社

transfer

転勤する、移る
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