Level B1 Business English

Lesson 15

Describing An Experience With Adjectives
形容詞で経験を表現する

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

The business trip last week ended up
being a complete waste of time.
先週の出張は全くの時間の無駄に終わりました。

2 SITUATION
状況
Jake is talking to Tamara about his business trip last week.
ジェイクはタマラに先週の出張の件について聞いています。

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。

Tamara

: Jake. How was Nevada and the presentation?

タマラ：
ジェイク、ネバダ出張とプレゼンテーションはど
うだった？

Jake

: Nevada was fantastic but the business trip last
week ended up being a complete waste of time.

ジェイク：
ネバダは素晴らしかったけど先週の出張は全
くの時間の無駄に終わったよ。

Tamara

: Why? What happened?

Jake

: Well, there was heavy rain in Chicago so all the
flights were cancelled. None of their staff came. The
whole point of the meeting was to show them our
state of the art facilities in Nevada and then try to
get them to sign the contract.

Tamara

: So, why didn’t you just come back to New York?

Jake

: All the flights back were booked solid so we had
to stay at the hotel. We did get to enjoy a little
gambling and take in some fun shows. I won a few
hundred dollars at craps.

タマラ：
なんで？何があったの？
ジェイク：
ええと、シカゴで豪雨があって全てのフライトが
キャンセルになったんだ。先方のスタッフが誰
も来なくてね。会議において重要なことは彼ら
にネバダの最新の設備を見せて、契約にサイ
ンをもらうことだったから。

タマラ：
じゃあ、どうしてすぐニューヨークに戻ってこな
かったの？
ジェイク：
帰りのフライトがぎっしり埋まっていて、ホテル
にいなければいけなかったんだ。ちょっとした
ギャンブルを楽しんだり愉快なショーを見に行
ったりしたよ。クラップスで何百ドルか勝ったん
だ。

VOCABULARY
4 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。

complete waste of time 全くの時間の無駄
heavy
猛烈な、激しい
state of the art 最新の

facility
設備
booked solid 全て埋まった
craps クラップス（さいころを使ったカジノ遊戯）
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

The business trip last week ended up
being a complete waste of time.
先週の出張は全くの時間の無駄に終わりました。

Describing an Experience with Adjectives
形容詞で経験を表現する

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。

Asking About An Experience

経験について尋ねる

How was your presentation?

プレゼンテーションはどうでしたか。

What was America like?

アメリカはどうでしたか。

Did you join the conference?

会議には参加しましたか。

Describing The Experience

返答

I think the client was disappointed.

クライアントは失望したと思います。

It was great! Wonderful weather everyday.

素晴らしかったです！毎日、すばらしい天気でした。

Yes, but it was way too technical for me.

はい、でも私にはあまりにも技術的すぎました。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Describe the experiences below.
練習： 下記の経験について話してみましょう。

1. Describe your first job interview.
2. Describe your worst day at work.
3. Describe the first time you had to give a report or presentation at work.

Hints
ヒント
good, bad, great, amazing, horrible, terrible, pleasant, unpleasant, spiritual, intense,
deep, humbling, unforgettable, unique, exciting, exhilarating
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