Level B1 Business English

Allow Advise Discourage Permit etc.
許可/推進にまつわる表現

Lesson 44

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Dr. White did not permit her to have any
sugar for the last 3 months or so.
ホワイト先生はその患者に過去３か月ほど砂糖の摂取を禁じました。

2 SITUATION
状況
Susie is talking with her colleague Helen.
スージーは同僚のヘレンと話しています。

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。

Susie: So how is Ms. Smith’s diabetes? Is she getting
any better?

スージー：
そういえばスミスさんの糖尿病はど
んな状態なのかしら？彼女はよくな
っているの？

Helen: Oh yes. Thank you for asking. She can control
her emotions much better now. And I think the
reason for her improvement is being that Dr.
White did not permit her to have any sugar
for the last 3 months or so.

ヘレン：
ええ、はい。聞いてくださってありが
とう。彼女は今では感情をずっとよ
くコントロールできるようになったわ。
あと彼女がよくなった理由としては
ホワイト先生がこれまで３か月くら
い彼女に砂糖の摂取を禁じたこと
だと思うの。

Susie: Oh. That’s wonderful progress.

スージー：
へぇ、それは素晴らしい進歩ね。

Helen: Yeah. We will keep monitoring her.

ヘレン：
ええ。経過観察を続けましょう。

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。

diabetes
get better
improvement
~ or so

糖尿病
治る

progress
monitor

進歩
～を監視する

改善
～ほど
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Dr. White did not permit her to have any
sugar for the last 3 months or so.
ホワイト先生はその患者に過去３か月ほど砂糖の摂取を禁じました。
Talk About Your Work Place Using “allow/advise/discourage/permit”
allow/advise/discourage/permitを用いて職場について話す

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。

One of my clients is so kind because he didn't let
me pay the bill for dinner.

私のお客様の一人はとても親切で、夕食代を
私に払わせてくれませんでした。

Limited space did not permit us to insert
illustrations.

スペースが限られていたのでイラストが挿入
できませんでした。

We were extremely busy this month and our boss
advised us to prioritize issues.

今月非常に忙しかったので、上司は我々に
案件に優先順位をつけることを勧めました。

The overcritical director can discourage originality.

批判的すぎるディレクターは独創性を損なわ
せる。

Little difficulties like this do not discourage our
team.

このような多少の困難では我々のチーム
は失望させられません。

6 ACTIVITY
練習

Hints

ヒント

Activity: Talk about your workplace using
“allow, advise, discourage” or “permit”.

stay office till 11pm

練習： allow, advise, discourage もしくは permit を使って、
あなたの職場について話しましょう。

午後11時までオフィスにいる

1. What does your company let you / does not let you?

go home early
早く家に帰る

study abroad 留学する
professional training

2. How late do you usually stay in office?
Do you have any time or yourself after work?

職業訓練
3. What future opportunities are available for you at
your company?

regularly
easily

定期的に
簡単に

4. Does your company have any restrictions about
meeting clients socially?
5. Does your company allow you to take a long holiday?
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