Level A2 Business English

Talking About People And Things
Using All / Almost / Most
all , almost , mostを使って物事を表す

Lesson 81

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

All of the employees are taking
Christmas holidays.
従業員はみんなクリスマス休暇を取っています。	

2 SITUATION
状況	
Ms. Baily has been calling S&S, but nobody answers the phone.
ベイリーさんはずっとS&S社に電話をかけているのですが、
だれも電話に出てくれません。

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。 	

Ms. Baily : I’ve been calling S&S since yesterday,
but nobody answers the phone.
Mr. Tanaka: Ah, all of the employees are taking
Christmas holidays. Probably no one will
come into work till next Monday.
Ms. Baily : Oh, I have something to confirm with
Mr. Desmond.
Mr. Tanaka: Why don’t you call his mobile phone if
it’s urgent?
Ms. Baily : No, it isn’t. I’ll wait till Monday.

ベイリー：
昨日からS&S社に電話をしているん
ですが、どなたも電話に出ないんで
す。
	
田中：
ああ、従業員みんなクリスマス休暇を
取っているんですよ。おそらく来週の
月曜日まで誰も出社しないでしょう。
ベイリー：
あら、デズモンドさんに確認したいこ
とがあったんですが。
田中：
緊急ならば彼の携帯電話に電話して
はどうですか。
ベイリー：
いえ、大丈夫です。月曜まで待ちます。

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。 	
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

All of the employees are taking
Christmas holidays.
従業員はみんなクリスマス休暇を取っています。	

Talking About People And Things Using All/Almost/Most
all , almost , mostを使って物事を表す	

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。 	

CORRECT USAGE

正しい用法

All customers will be invited to our 10th anniversary party.
Most employees leave their office by 6:00 in Australia.
Most of our staff are temporary workers.

我が社の１０周年記念パーティーにお客様全員を
ご招待いたします。	
オーストラリアではほとんどの会社員は６時まで
に退社します。
うちのスタッフはほとんどが臨時職員です。

Almost all of the customers are regulars.

顧客のほとんど全員がお得意様です。

I went over almost all the materials.

私は資料のほとんど全部に目を通しました。

WRONG USAGE

間違った用法

Most their products are made in China. (→○Most of their products)

彼らの製品のほとんどは中国製です。

Most of rooms are already occupied.（→○Most of the rooms)

部屋のほとんどがもうすでに埋まっています。

Almost all of workers in this company work late.

この会社の社員はほぼ全員遅くまで働きます。	

（→○almost all of the workers)

Almost goods were returned by customers.

商品のほとんどが返品されました。

(→○almost all goods / most of the goods)

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Correct the mistakes in the following sentences.
練習1： 誤りを訂正しましょう。 	

1. Most our products were sold out.
2. Almost of the employees are satisfied with the working conditions.
3. All of products must meet the safety standards.	
Activity 2: Make sentences, using the words below.
練習2： 以下の語句を用いて文章を作りましょう。

1.
2.
3.

Almost all of the employees in my company～
Most of my coworkers～
(almost)all of my bosses	
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