
SITUATION  
Mr. Miller asks Mr. Lewis what he thought about Mr. Thomas’s presentation.  
ミラーさんはルイスさんに、トーマスさんのプレゼンの感想を尋ねます。 

Mr. Miller: How was Mr. Thomas’s presentation?  
 
Mr. Lewis: Well, to tell the truth, I don’t remember 

much about it. 
 
Mr. Miller: What? Didn’t you listen to his 

presentation? 
 
Mr. Lewis: His presentation was so boring that I 

almost fell asleep.  
                  
Mr. Miller: Oh… You should have paid attention to 

him even if his presentation was boring. 
You were very rude. 

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。 	

ミラー： 
トーマスさんのプレゼンはいかがでしたか。 
 
ルイス： 
いやー、実を言うと、あんまり覚えていない
んですよ。 

	

ミラー： 
何ですって？彼のプレゼンを聞かなかった
のですか？ 
 
 
ルイス： 
彼のプレゼンがあまりにも退屈で寝てしま
いそうだったんです。 

 
ミラー： 
あぁ…たとえ彼のプレゼンが退屈だったと
しても、ちゃんと注意を払うべきでしたよ。と
ても失礼でしたよ。	

Lesson 65 
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 

to tell the truth     　  実を言うと 
boring                        　　  退屈だ 
pay attention to～　   ～に注意を払う 

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。 	

His presentation was so boring 
that I almost fell asleep. 
彼のプレゼンは退屈すぎて、寝てしまいそうでした。	

so～that…   　   あまりに～なので… 
rude                      失礼な 
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Describing Feelings And Situations  
Using Adjectival Participles 

形容詞的分詞を用いて感情/状況を表す	
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LANGUAGE FOCUS  
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 65 
Level A2 Business English 

His presentation was so boring 
that I almost fell asleep. 
彼のプレゼンは退屈すぎて、寝てしまいそうでした。	

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

Activity 2: Make sentences using the expressions below. 
練習2： 以下の表現を用いて文を作ってみましょう。	

Describing Feelings And Situations  
Using Adjectival Participles 

形容詞的分詞を用いて感情/状況を表す	

Describing Feelings And Situations Using Adjectival Participles 
形容詞的分詞を用いて感情/状況を表す	

PRESENT PARTICIPLE (-ing form) 
We need some exciting ideas. 

The bankruptcy of the company was surprising. 

That’s an interesting idea. 

I don’t like annoying banner ads on websites.  

PAST PARTICIPLE (-ed form) 
I’m excited about setting up this new business.  

I was surprised to know he had been fired. 

I’m interested in your fine quality goods. 

She was annoyed with her boss’s long lecture. 

何かいいアイディアが必要です。 

その会社の倒産はびっくりでした。 

それは興味深いアイディアだね。 

ウェブ上に出てくる鬱陶しいバナー広告が 
嫌いです。 

現在分詞	

過去分詞	

このたびの新事業立ち上げにわくわくして
おります。 

彼が解雇されたと知って驚きました。 
 
御社の高品質な商品に興味があります。 
 
彼女は上司の長い説教にイライラしていた。 

Activity 1: Choose the correct words and complete the sentences. 
練習1：  正しい答えを選び文を完成させましょう。 
1.  The news that our company received a prize, “Product of the Year”, was (             ). 
     a) pleased  b) pleasing          c) annoying          d) annoyed 
2.  They seemed(　　　　　　)during my presentation. In fact, Mr. Ono was nodding off. 
                                                                                                                                                                                                                       ※nod off:うとうとする 

     a) boring  b) bored                c) interesting         d) interested 
3.  I was (            )to find that I had inadvertently sent a private e-mail to my boss.  
                                                                                                                                                                                                                  ※inadvertently：うっかり 

　　a) shocking  b) shocked            c) exciting             d) excited 

・be interested in   ・be surprised to know 
・～is exciting                     ・It’s surprising that～  	
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