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Warm-up
次の語句に対応する日本語を a～e から選びましょう。
1. host

(

)

a. ～へ移転する

2. favorably

(

)

b. 主催者

3. move to

(

)

c. 退職する

4. be promoted

(

)

d. 昇進する

5. retire

(

)

e. 好意的に

Phrases of the Day
1. Hi, I’m Junko Nishimoto from Nagano Technologies.
長野テクノロジーの西本淳子と申します。
2. Mr. Takao has told me a lot about you.
高尾さんからあなたについてはいろいろ伺っております。
3. I heard that you're opening a branch in Japan.
御社が日本に支社をオープンされると伺いました。
4. That’s very exciting news.
それはとてもエキサイティングな知らせですね。

Dialogue

E=employee (社員) A=associate (同業者)

E:

Hi, I’m Junko Nishimoto from Nagano Technologies. It’s nice to meet you.

A:

It’s nice to meet you too. My name’s Ray Howard.

E:

Yes, Mr. Takao has told me a lot about you.

A:

All good, I hope.

E:

Of course. I heard that you're opening a branch in Japan.

A:

Yes, we’ll be opening an office in Shinjuku next month.

E:

That’s very exciting news. I’m glad you’ll be in Tokyo.

A:

Thanks. I hope to see a lot of you and Mr. Takao in the future.
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More Useful Phrases
1. Mr. Takao spoke favorably about you.
高尾さんがあなたについて、好意的に話しておられましたよ。
2. I don’t think we’ve met; my name is Li Han.
まだ自己紹介はしていませんね。リー・ハンと申します。
3. Did I hear you say you work with Judy Jackson?
ジュディ・ジャクソンと一緒にお仕事されているとおっしゃいましたか。
4. Sorry to interrupt, but are you Tom Stevens?
お話中お邪魔してすみませんが、トム・スティーブンスさんですか。

Exercise 1
下線部の語句を入れ替えて練習しましょう。
1. Mr. Takao has told me a lot about you.
a. is happy we’ll be working with
b. really wants to meet
c. spoke favorably about
d. said I should talk to
e. has a great deal of confidence in
2. I heard that you're opening a branch in Japan.
a. you’ll be making the presentation tomorrow
b. Mr. Robertson was promoted to branch manager
c. you’ve just opened an office in Atlanta
d. Steve just had his second child
e. Mr. Keeler has retired
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Role-play

E=employee (社員) A=associate (同業者)

下線部を埋めながら、ロールプレイ練習をしましょう。
E:

Hi, my name’s Junko Nishimoto from Nagano Technologies. It’s nice to meet you.

A:

It’s nice to meet you too. My name’s Ray Howard.

E:

Yes, Mr. Takao has told me a lot about you.

A:

All good, I hope.

E:

Of course. I heard that you're be opening a branch in Japan.

A:

Yes, we’ll be opening an office in Shinjuku next month.

E:

That’s very exciting news. I’m especially glad you’ll be in Tokyo.

A:

Thanks. I hope to see a lot of you and Mr. Takao in the future.

Exercise 2
１～４の文の出だしに続く適切なものを a～d の中からひとつずつ選び、文を練習しましょう。
1. Did I hear you say that ...

a. ... Rob Jones?

2. Sorry to interrupt, but ...

b. ... we’ve met; I'm Yuko.

3. Excuse me, are you ...

c. ... is this seat taken?

4. I don’t think ...

d. ... you work in Osaka?
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a great deal of …

たくさんの～

be promoted to …

～に昇進する

be taken

（席が）埋まっている

co-worker

同僚

favorably

好意的に

glad

嬉しい

have confidence in …

～に自信を持っている、～を信頼している

host

主催者

in the future

将来に

interrupt

邪魔をする、（話に）割り込む

move to …

～へ移転する

retire

退職する
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Answer Key
Warm-up
1. b
2. e
3. a
4. d
5. c
Exercise 2
1. d
2. c
3. a
4. b

Dialogue

日本語訳 E=employee (社員) A=associate (同業者)

E:

こんにちは。長野テクノロジーの西本淳子です。はじめまして。

A:

はじめまして。レイ・ハワードと申します。

E:

ええ、高尾さんからあなたについてはいろいろ伺っております。

A:

全部良い話ならいいですが。

E:

勿論ですよ。御社が日本に支社をオープンされると伺いました。

A:

ええ、来月新宿にオフィスをオープンするんです。

E:

それはとてもエキサイティングな知らせですね。あなたが東京におられるようになるというのが嬉しいです。

A:

どうも。今後はあなたにも高尾さんにもよくお目にかかるようになることを願っていますよ。
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