Level B1 Business English

As If / As Though
あたかも～のように

Lesson 33

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

One of my colleagues treats me
as if he were my big boss.
私の同僚の一人は彼が私の大ボスであるかのように私を扱うんです。

2 SITUATION
状況
Anna is talking to her friend David.
アンナは友人のデイビッドと話しています。

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。

Anna : I had another stressful day at work today… I
don’t know how long I can go on like this….

アンナ：
今日もまた仕事でストレスフルな一
日だったわ…こんな状況がいつま
で続くのかしら…。

David: What’s wrong exactly?

デイビッド：
いったいどうしたの？

Anna : One of my colleagues treats me as if he were
my big boss. I can barely stand the way he
talks to me.

アンナ：
私の同僚の一人が彼があたかも私
の大ボスであるかのように私を扱う
のよ。彼の私への話し方にどうにも
耐えられなくて。

David: Oh, I went through the same situation. It can
be pretty annoying, can’t it… You just need to
be tough and don’t take it personally I guess…

デイビッド：
へえ、僕もそういう状況を経験した
よ。とっても迷惑だよね…とにかくタ
フであることと、あと自分だけの問
題としてとらえない方がいいんじゃ
ないかと思うけど…。

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。

go on ~
treat
go through ~

続く、進む
待遇する、取り扱う
経験する、通過する

personally
barely
annoying

個人的に
ほとんど～ない
うるさい、迷惑な
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

One of my colleagues treats me
as if he were my big boss.
私の同僚の一人は彼が私の大ボスであるかのように私を扱うんです。

Describing A Situation Using “as if / as though”
as if / as thoughをつかって状況について話す

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。

It looks as though he were sick during the
meeting.

彼は会議中いかにも具合が悪そうだった。

Tim always talks as if he knows everything
during our internal meeting.

ティムは我々の内部会議ではいつも彼が
あたかもすべてを知っているかのように
話す。

It sounded as though the government does
not know what to do.

政府がまるで何をすべきか分かっていない
かのように聞こえた。

The new staff member acts as if he knows
nothing.

その新しいスタッフはまるで何も知らない
かのように振舞う。

Jonathan worked as if there were no
tomorrow.

ジョナサンはまるで明日がないかのように
働いた。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Using as if and as though tell your tutor about how things are at work or about what
you have heard in the news recently.
練習： as if やas thoughを使って先生に仕事の近況や、最近聞いたニュースのことについて話してみましょう。
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