Level B1 Business English

Criticism
批判する

Lesson 63

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

You need to be more careful
about it.
あなたはそれについてもう少し気をつけるべきです。

2 SITUATION
状況
John and Lisa are talking at the office.
ジョンはリサと会社で会話をしています。

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。

John: So, have you checked my document for the meeting?

ジョン：
僕のミーティングの資料チェックしてくれた？

Lisa : Yeah, I did.

リサ：
ええ。

John: What do you think of it?

ジョン：
どう思った？

Lisa : Well, I think you did a great job for most of it, it makes sense
and you put everything in order.

リサ：
そうね、ほとんどはよくできていると思うわ、
順序よく並んで意味も通っているし。
ジョン：
ほんと？そう言ってくれてうれしいよ。

John: Really? I’m glad to hear it.
Lisa : Yeah, but I found some typing mistakes. You need to be more
careful about it.
John: I see. Oh, do you have some time later today? I’d like to
bounce a few design ideas off you.

リサ：
ええ、でもいくつかのタイプミスがあったわ。
それにはもう少し気をつけないと。
ジョン：
わかった。それからあとで少し時間あるかな？
いくつかデザインのアイデアを出し合いたいんだ。

Lisa : Sure. I’ll be here except during the meeting at three.

リサ：
大丈夫よ。３時からミーティングがあるけど、
それ以外はここにいるわよ。

John: Thanks, Lisa. I always appreciate your help.

ジョン：
ありがとう、リサ。きみの助けにはいつも感謝
しているよ。

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。

for the most part
make sense
in order

ほとんどは
意味が通る
順序よく

bounce ideas off
appreciate
some time

アイデアを出し合う
感謝する
いつか

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd.

Level B1 Business English

Criticism
批判する

Lesson 63

FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

You need to be more careful
about it.
あなたはそれについてもう少し気をつけるべきです。

Criticism
批判する

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 way that you could improve on the
design is to change the color.

デザインを良くする方法の一つは色を変える
ことだ。

Overall, it was pretty good but you might
want to…

全体的にかなり良いけれど、もう少しこうした
ら・・・。

Don’t take this the wrong way but…

誤解しないでほしいんだけど・・・。

I’m not an expert but I don’t think you
explained it correctly.

私は専門家ではないけれど、あなたの説明は
間違っていると思う。

To be fair that wasn’t your best work.

公平に見て、それはあなたの最高の仕事では
ありませんでした。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Tell your tutor about some criticism that you have received from the following.
練習： 以下の人達から受けた批判について先生に話してみましょう。

your parents
a teacher
a co-worker
a boss
a friend
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