Level B1 Business English

Using Conjunctions
接続詞の使い方

Lesson 22

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Even though the meeting was long,
I felt good after.
ミーティングが長かったにもかかわらず、終わった後は心地よかったです。

2 SITUATION
状況
Mrs. Ito and Mr. Yamada are talking about a meeting.
伊藤さんと山田さんはミーティングについて話しています。

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。

Mrs. Ito : Good afternoon Mr. Yamada, how
was your meeting? It seemed quite
long.
Mr. Yamada:

Yes, but even though the meeting
was long, I felt good after.

Mrs. Ito : Oh. that’s good. You’ve had so many
meetings recently.
Mr. Yamada:

Yes, it’s unavoidable on a project
this size.

伊藤：
こんにちは、山田さん。ミーティングは
どうでしたか？とっても長かったみたい
ですが。

山田：
はい、ミーティングは長かったけれども、
終わった後は心地よかったです。

伊藤：
あら、それはよかった。あなたは最近
たくさん会議がありますね。
山田
ええ、この規模のプロジェクトには避け
られないことですよ。

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。

seemed
～そうに見えた（seemの過去形、過去分詞形）
unavoidable 避けられない
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Even though the meeting was long,
I felt good after.
ミーティングが長かったにもかかわらず、終わった後は心地よかったです。

Conjunctions: even though, although, besides, in addition to
接続詞：even though, although, besides, in addition to

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。

Contrasting Ideas

対比する考え
彼は優秀な職員だったにも関わらず、
会議中いつも緊張していた。

Although he was a good worker, he always
got nervous during meetings.
Even though he designed the building, he
wasn’t happy with it.
In Addition

彼はその建物をデザインしたにも関わらず、
それに満足していなかった。
付け加えて

In addition to writing this report, I’d like you
to lead the next project.

この報告書を書くのに加えて、君には次
のプロジェクトを率いてもらいたい。

Besides interior furniture, we also produce
garden furniture.

室内家具の他、我々は庭園家具も製造
しています。

6. ACTIVITY
練習
Activity1： Make some contrasting sentences using the words
below and some conjunctions.
練習1: 下記の単語や習った接続詞を使って、対比する文を作ってみましょう。

nice office / too small

good manager / always late

great job / far from my house

difficult project / interesting

Hints
ヒント
although and even
though are almost the
same but even though
is a little stronger.
I’m a bit tired, although I slept a lot.

Activity2: Use in addition to and besides to make some
sentences with the following words.
練習2： in addition toやbesides、下記の語を使って文を作ってみましょう。

new office / new secretary
making clothes / design clothes

I’m a bit tired, even though I slept a
lot.

