Level B1 Business English

Discourse Markers
話題をつなぐ言葉（談話標識）

Lesson 41

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

The firm went under due to
a lack of capital.
その会社は資本不足で倒産しました。

2 SITUATION
状況
Nancy is talking to her friend Eddie.
ナンシーは友人のエディーと話しています。

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。

Nancy: Hey, look at over there Eddie. I thought
there was a leading European company
or something over there…
Eddie: Yeah, there was. But the firm went
under due to a lack of capital. They
also expanded their business too fast I
guess.
Nancy: Hmm... That is often the reason when
the companies go bankrupt.

ナンシー：
ねえ、あっちを見てエディー。あっち
に有名なヨーロッパの会社か何か
があったと思ったんだけど…

エディー：
うん、あったよ。でもその会社は資
本不足で倒産したんだ。彼らはビジ
ネスを急激に拡大しすぎたんだと
思うよ。

ナンシー：
へぇ。それは企業が倒産するあり
がちな理由ね。

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。

leading
European
bankrupt
firm

一流の、優れた
ヨーロッパの
倒産する

expand
go under
lack

拡大する
沈む、破産する
不足
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

The firm went under due to a
lack of capital.
その会社は資本不足で倒産しました。

Talk About Recent Activities in Your Workplace
Using “due, meanwhile, although” or “as a result of”
”due, meanwhile, although” or “as a result of” を使って職場の最近の出来事について話す

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。

As a result of increased competition, the company is
having the toughest time ever.

競争の激化の結果、会社はこれまでに
ない厳しい時期を迎えている。

His failure was due to his ignorance.

彼の失敗は彼の無知によるものだ。

He carried on with his work although he was very tired.

彼はひどく疲れていたのにもかかわらず
働き続けた。

He'll be back in half an hour. Meanwhile, let's talk about the
up-coming event.

彼は３０分で戻ってきます。その前に、
今後のイベントについて話しましょう。

All the appointments were postponed due to our clients’
schedule.

クライアントのスケジュールによって、
全てのアポは延期された。

Nina kept silent although her client treated her rudely.

ニーナはクライアントが無礼に彼女を扱
ったにも関わらず、沈黙を守った。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity : Create sentences using “due, meanwhile, although”
or “as a result of” and the hints to talk about how
things are at your work or about news you have read
about recently.
練習： due, meanwhile, although や as a result of と、ヒント内の語を使って、
あなたの仕事の近況や、最近のニュースにまつわることを話してみま
しょう。

on time
dedication
turn up
misleading
ignore
rise
drastically
policy

時間通りに
献身
ひょっこり現れる
紛らわしい
～を無視する
昇る
徹底的に
方針
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