Level B1 Business English

Lesson 9

Giving And Receiving A Gift
プレゼントを贈る・受け取る

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Here’s a little something for you
in celebration of your promotion.
これは、あなたの昇格を祝ってのプレゼントです。

2 SITUATION
状況
Satsuski is talking to Ms. White at the party.
パーティーで、さつきはホワイトさんに話しかけています。

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。

Ms. White: Let me thank all of you for the great

party tonight! I’m the luckiest person in
the office!

Satsuki

: Ms. White, we all know how hard you’ve

always worked and everyone agrees you
deserve it.

ホワイト：
今夜は素晴らしいパーティーをありがとう。
私はこのオフィスで一番の幸せ者ですね。

さつき：
ホワイトさんがいつもどれほど一生懸命
仕事に取り組んでこられたのか私達が知
っていますので、今回の昇格は当然だと
思います。

Ms. White: I couldn’t have come this far without all

ホワイト：
皆さんの助けがなければここまで来れな
かったわ。

: Here’s a little something in celebration

さつき：
これは昇格をお祝いして、私達全員から
のプレゼントです。

of your help.

Satsuki

of your promotion from all of us.
Ms. White: Oh! What a nice surprise! This sure is

the happiest day of the year at work!
May I open it?

Satsuki

: Of course, Ms. White. We really hope

you’ll like it.

ホワイト：
まぁ！なんて素敵なサプライズなの！今
日はこの職場での一年で一番幸せな日
だわ。開けてもいいかしら？
さつき：
もちろんです、ホワイトさん。気に入ってい
ただけるといいのですが

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。

deserve
promotion

(人・事・行い等が）注目・感謝などに値する、～を受けるに足る
昇格、昇進
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Here’s a little something for you
in celebration of your promotion.
これは、あなたの昇格を祝ってのプレゼントです。

Giving and Receiving a Gift
プレゼントを贈る/受け取る

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
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。

Giving a Gift

プレゼントを贈る

Here’s a small present for you and your family
from my vacation.

こちらはあなたとあなたの家族への私の休暇の
ちょっとしたおみやげです。

This is something for you from us in celebration
of your wedding.

私達からあなたへの結婚祝いです。

Mr. Watson, here’s a present as a token of our
appreciation.

ワトソンさん、あなたへの感謝のしるしのプレゼ
ントです。

Receiving a Gift

プレゼントを受け取る

Thank you very much. May I open it?

ありがとうございます。開けてもいいですか？

You shouldn’t have (done that).

そんなことしなくて良かったのに。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Role play with your tutor.

Hints

練習： 先生とロールプレイをしましょう。

ヒント

1. It’s your boss’s birthday. You’ve got a bottle of
wine for him/her.
2. You’re visiting your client. It’s a very hot day and
you’ve picked up some iced coffee for him/her.

client
pick up
co-worker
quit

クライアント
買う
同僚
辞める

3. Your coworker is quitting her job as she’s getting
married. You’ve prepared an album for her.
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