Level B1 Business English

Persuasion
説得する

Lesson 65

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

You gotta admit this is
not a bad machine.
この機械はそう悪くないと認めないと。

2 SITUATION
状況
Takao is talking with his co-worker Bob about the new machine.
タカオは同僚のボブと新しい機械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。

Takao: Bob, can you tell me how to use this copy machine?
Bob : No, problem. I saw you were having some trouble
with it earlier.
Takao: Yeah, I’m not good at using machines. This one is a
little too complicated for me.
Bob : But this is the latest model. You can send
everything directly from your computer and it will
even organize your printouts into booklets without
setting it manually. You gotta admit this is not a
bad machine.

タカオ：
ボブ、このコピー機の使い方教えてくれ
ない？
ボブ：
いいよ。君が前にこの機械のことで困っ
ていたのを見たよ。
タカオ：
そうなんだ、僕は機械を操作するのが
得意じゃないから。これは僕には少し複
雑すぎるな。
ボブ：
でもこれは最新の機種なんだよ。コンピ
ュータから何でも直接に送信できるし、
マニュアル設定なしで冊子を作ることさ
えできるんだ。これはそんなに悪くない
機械だって認めなきゃ。

タカオ：
そうだな、すぐ慣れることを祈るよ。

Takao: Yeah, I hope to get used to it soon.

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。
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

You gotta admit this is
not a bad machine.
この機械はそう悪くないと認めないと。

Persuasion
説得する

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。

Look at it this way.

こう考えてみてはどうですか？

That may be true, but you have to say
their projections are a little optimistic.

それは本当かもしれませんが、あなたは彼
らの予測は少し楽観的すぎると言わなけれ
ばなりません。

I like the ad campaign, but don’t you think
it’s too simple.

その広告キャンペーンは好きですが、シン
プルすぎると思いませんか。

You are right, but wouldn’t you say David
is a better choice for running the project.

あなたは正しいですが、デビッドを選ぶほう
がこのプロジェクトを運営するにはいいと言
いませんでしたか。

6 ACTIVITY
練習
Activity: You need to hire new staff. You want to hire Applicant A.
Your tutor wants to hire Applicant B.
Try to persuade each other to choose your applicant.
練習： あなたは新しいスタッフを一人雇う必要があります。あなたは、候補者Aを雇いたいと思っています。
先生は、候補者Bを雇いたいと思っています。お互いに自分の選択を選ばせるように説得してください。

APPLICANT A
•

APPLICANT B

5 yrs experience across 3
companies.

•

3 yrs experience with direct
competitor

•

Worked in China

•

worked in Japan

•

speaks 4 languages

•

speaks 3 languages

•

laid off from last job

•

currently working

•

shy

•

stubborn

•

independent

•

team leader

•

flexible

•

emotional

Hints

ヒント

competitor
laid off
stubborn
independent
flexible
emotional

競合他社
解雇
頑固
自主性のある
柔軟性のある
感情的な
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