
SITUATION  
　Mr.Ishida is talking to his subordinate, Mrs.Kim. 
　イシダさんは部下のキムさんと話しています。	

Mr. Ishida: You are really good with  
               languages. How many  
               languages can you speak? 
 
Mrs. Kim : I am able to speak three  
               languages, English, Korean  
               and Japanese.  
 
Mr. Ishida: Wow! That’s amazing. 
 

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。 	

イシダ：　	
あなたは語学に堪能ですね。何カ国語
が話せるのですか？	
	
	
	
	
	
キム：	
私は３つの言語を話すことができます。
英語、韓国語と日本語が話せます。	
	
	
	
	
イシダ：	
へえ！それはすごいですね。	

Lesson 9  
Describing Ability 

　能力を言い表す	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 Business English 

You are really good with ~ 
あなたは～が本当に上手だ 
Korean      韓国語 

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。 	

I am able to speak three 
languages. 
 私は３つの言語を話すことができます。	

1 

2 

3 

4 

amazing      驚くべき      	

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



LANGUAGE FOCUS  

Ability  =  “CAN” 
能力について話す	

I am able to use MS Word and Excel. 
私はチームをすばやくまとめることができます。	

今日のポイント	

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。 	

Lesson 9  

  

Level A2 Business English 

I am able to speak three  
languages. 
私は3言語話すことができます。	

コンピューターは今や複雑な表を作ることができます。	

どのくらい早くその製品を発送することができますか？	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Answer the following questions.  
練習1： 次の質問に答えてみましょう。	

Hints 
ヒント	

introduce oneself     
自己紹介する 
Spanish               スペイン語 
translate A into B      
AをBに翻訳する 
photocopier　　コピー機 
fix                              修理する　 

5 

6 

1.  Are you able to introduce yourself in English? 
　　 英語で自己紹介できますか？ 

Computers are now able to make complex charts. 
I can get a team together quickly.  

私はワードとエクセルを使うことができます。	

How quickly are you able to ship the product? 

He isn’t able to close the deal. 彼はその交渉をまとめることができません。	

2.  My foreign client sent me an email in   
     Spanish. Can you translate it into English   
     for me? 
     外国のクライアントからスペイン語でEメールを貰いました。 
      私のために英語に訳せますか？ 

Activity 2: Ask and answer questions about your abilities with your tutor.  
練習2： 能力（できること）について、先生に質問したり、質問に答えたりしてみましょう。	

3.  This photocopier doesn’t work. Are you 
able to fix it? 

     このコピー機は動きません。あなたは直せますか？  

Positive sentences 

Negative sentences 
I can’t finish this project. 

Interrogative sentences 

Can you help me with this form? 

Describing Ability 
　能力を言い表す	

私はこのプロジェクトを終えることができません。	

この書式を書くのを手伝ってもらえますか？	

肯定文	

否定文	

疑問文	
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