
Business English 1
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紹介と挨拶；国と国籍 自己紹介をする Where are you from?, What nationality are you?

Could you repeat that?, Where do you work?

What's your (office) number?
Please leave your name and number.
What country is ... from?
Who is it / this?, Whose ...?, 所有の名詞 with-'s
What color is it / this?, Do you have? Does he/she have ...?
形容詞の順序
be動詞+年齢、 How old ...?, 　These (...) are ...
複数形 -s, -es, -ies, 複数形の不規則変化
時間の表現、It's (one) o'clock. a.m./p.m.
in the (morning/afternoon/evening), at night, 間接的な質問
時間の表現 at+時間、 on+曜日、 on+日付
during the week, from ... to ..., until
Would (you) like ...?, What would (you) like ...?
What kind of (fruit) would (you) like?

What would you like for (lunch)? 
How many ... would you like?, 複数形 -es
What is the ...?  I'd like the (+メニュー)
Which (dessert) do you recommend?

位置を表す前置詞、 Where is/are the ...?

There is/are ..., Is/Are there ...?
How many ... are there?  There's only one ...
現在進行形: be動詞 + -ing
What am/are/is ... doing?  Who's 動詞 + -ing ...?

at+時間、 have/has の単純過去形、三単現の s、 On what days ...?

What company (do/does) ... work for?, Who works (for/at/in) ...?

in+月、 on+日付、How many hours (a day/a week) ...?
主語+単純現在形 work(s) from ... to ...
頻度を表す助動詞、(Do/Does) ... ever ...?
未来を意味する現在進行形

目的格代名詞: me, you, him, her, it, us, them、 助動詞 can

have/make an appointment (on/at/with) ...

目的の不定詞: to+動詞、 I want (to) と I need to、 電話で使う表現

Could ...? を使った丁寧な依頼、 to (ask/tell) ... (not) to ...

be動詞とdoの単純過去形(不規則動詞)、 -edがつく単純過去形(規則動詞)

(続き) -edがつく単純過去形(規則動詞)、電話で使う表現

場所を表す前置詞、 不定代名詞 one

命令形、 順序を表す助動詞

go on ..., go by ...
動作を表す前置詞: get on, get off, get in(to), get out (of)

How much is/are ...？ Which one(s), the ... one(s)  
many と much, 数量詞

What's the weather like? It's (sunny). The temperature is ...

go for (a drive, a walk, a bike ride), go on (a picnic, a team-building event)
go to (the movies, a concert, a play, a festival)
不定代名詞: anything, something, nothing, everything
時間の表現: in + (数字)時間、for + (数字)曜日

時間の表現、 too, not either

紹介と挨拶；名前と名称 自分の名前、会社の名称を伝える

住所；電話番号、数字 0-10 住所と電話番号を伝える

他者を紹介する紹介と挨拶；国と国籍

個人情報；色（髪の毛、目） 同僚について話す

個人情報；数字11-100 個人情報を尋ねる、教える

時間；曜日 時間を伝える

営業時間を尋ねる営業時間

食べ物と飲み物 飲食の提案をする

食べ物の好みについて話す（ビジネスランチ）

メニューを尋ねる（ビジネスランチ）レストラン；メニュー；注文

比較級-er ... than と more / less ... than

助動詞 can（許可）

not (big) enough と (big) enough と too (big)

オフィス；物の場所 オフィスの説明をする

街の中；ショッピングエリア オフィスの近くの場所を伝える

同僚がしていることを言う

毎日していることを言う

現在の業務活動

仕事；仕事内容 自分の仕事を説明する

カレンダー；週間スケジュール 毎週していることを言う

電話；スケジュールと相手/自分の都合 人と会う約束をする

アポイントメントをとるアポイントメント

電話で使う表現 電話をかける

電話でのメッセージ；相手/自分の都合 メッセージを残す、受ける

預かった伝言を伝える 伝言を伝える

街の中；立地

道順・方向 道順を尋ねる、教える

どこに、どうやって行くかを言う

お金と金額；買い物 値段について話す

服装；サイズ；買い物；支払方法 サイズを確認して購入する

フォーマルとインフォーマルの服装 服装について話す

天気の説明をする

何をするのが好きかを伝える

天気予報

計画を立てる；屋外レジャー活動 同僚と外出する計画を立てる

旅程；滞在 フリータイムのプランについて話す

Eメールの挨拶と結び、書き出しの文章Eメール Eメールを書く

日常の行動

食べ物と飲み物；食事

スケジュール；業務活動と日常業務 スケジュールについて話す

電話で使う表現；相手/自分の都合 電話をかけ直す

場所を尋ねる、教える

交通機関；場所

服装；買い物；支払い 商品を比較して購入する

季節；屋外レジャー活動
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