
SITUATION  

DIALOGUE   

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。  

ベル： 
邪魔をしてすみませんが、パ
ワーポイントの使い方を教え
ていただけませんか？ 
 
 
 
三田： 
ごめんなさい。私はパワーポ
イントを上手に使えません。吉
田さんが得意だと聞きましたよ。 
 
 
 
ベル： 
分かりました。彼女に聞いて
みます。ありがとうございます。 

Lesson 11 

今日のフレーズ 
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況 

ダイアログ 

語い 

Leve1 A1 Business English 

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。  

私はパワーポイントを上手に使えません。 

1 

2 

3 

4 

I can’t use powerpoint 

well. 

disturb 邪魔をする 

teach 教える 

use 使う 

hear 聞く 

be good at ~ ～が上手である 

ask 尋ねる 

Mr. Bell: I’m sorry to disturb you, but 

could you teach me how to use 

powerpoint?  

        

Ms. Mita: Sorry, I can’t use powerpoint 

well. I heard Ms. Yoshida is 

good at using it.   

   

Mr. Bell: OK. I’ll ask her. Thank you.  

Mr. Bell wants to learn how to use powerpoint. 

ベルさんはパワーポイントの使い方を習いたいです。 

Talking About Abilities   

能力について話す 
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント 

Lesson 11 
5 

Level A1 Business English 

Hints 
ヒント 

ACTIVITY 6 練習 

Talking About Abilities   

能力について話す 

I can’t use powerpoint 

well. 

Talking About What You Can and Can’t Do 
あなたが出来ること、出来ないことについて話しましょう。 

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。  

A: Can you use powerpoint? 

B: Yes, I can. / No, I can’t. 

A: あなたはパワーポイントを使えますか。 

B: はい、できます。/ いいえ、できません。 

I can use powerpoint. 

I can’t use powerpoint. 

私はパワーポイントを使えます。 

私はパワーポイントを使えません。 

Activity1 : Make sentences about their abilities using the cards below. 
練習1： 下記のカードを見て、彼らが何ができるか、できないか答えましょう。 

speak a  

foreign language 

use a online  

schedule program 

have a  

video conference  

Ms. Yamada - can   

e.g. Mary can swim. 

Mr. Watson – can’t They - can Ms. Aizawa - can 

use Excel 
take a summer  

vacation 
play tennis 

I – can’t Mr. Nakamura  - can You – can’t Mr. Young - can 

go to work  

on foot 

drive a car 

Activity 2 : Now tell your tutor about what you can or can‘t do. 
練習2： では、今度はあなたができること・できないことについて先生に話してみましょう。 

speak a foreign language 外国語を話す   

online schedule program オンラインのスケジュールソフト 

have a video-conference ビデオ会議をする 

go to work on foot 徒歩で会社に行く 

私はパワーポイントを上手に使えません。 
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