
SITUATION  
Ms. Baily asks Mr. Cox about his new boss. 
ベイリーさんはコックスさんに彼の新しい上司について尋ねます。 

Ms. Baily: What’s your new boss like?  
 
Mr. Cox  : I’ve heard he is very skilled and strict 

at work. 
 
Ms. Baily: He was headhunted from XX 

Corporation, wasn’t he? And how 
about his personality? 

 
Mr. Cox  : Well… He’s a little standoffish. He 

doesn’t talk about anything but 
business. 

 
Ms. Baily: He sounds difficult to get along with. 

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。 	

ベイリー： 
新しい上司はどんな人ですか？ 
 
コックス： 
聞いていた通り、とても仕事ができて、
仕事に厳しい人ですよ。 
 
ベイリー： 
確かXX社からヘッドハントされてきた
んでしたよね。で、性格はどうなんです
か？ 

 
コックス： 
ええ…彼は少しそっけないですね。仕
事以外のことは話しませんし。 
 

 
ベイリー： 
なんか付き合いにくそうな方ですね。 

Lesson 66 
Adverb + Adjective To Describe People 

人物を描写する副詞＋形容詞	

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 

skilled         　　 有能な、優秀な 
headhunt          　　ヘッドハントする 
personality       　　性格 
get along with 　　仲良くする、付き合う 

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。 	

He is a little standoffish. 
彼は少しそっけないです。	

strict           厳しい 
corporation       会社、法人 
standoffish        そっけない、うちとけない 
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LANGUAGE FOCUS  

Using Adverb + Adjective to Describe People 
人物を描写する表現法を学びましょう	

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 66 
Level A2 Business English 

He is a little standoffish. 
彼は少しそっけないです。	

Adverb + Adjective To Describe People 
人物を描写する副詞＋形容詞	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Describe the people below. 
練習1：  以下の人物を描写してみましょう。	

Activity 2: Tell your tutor about the appearance and the personality of the people below. 
                (1)yourself  (2)your boss[your teacher]   (3) your family member 
練習2：　講師に（１）あなた自身（２）あなたの上司（または先生）（３）家族　の見た目や性格について話してみてください。	

5 

6 

Mr. Wilson is that slightly chubby man. 

Have you got a little slimmer than when I saw 
you last? 

My new boss is very skilled and strict at work. 

This year’s new employees are rather gutsy. 

Businessmen should be not only earnest but also  
a little humorous. 

・とても、かなり	

・いくぶん、やや	

・少し、わずかに、ちょっと	

副詞	

ウィルソンさんは、あちらのちょっとだけ
ぽっちゃりされた方です。 

以前お会いした時より少しお痩せになり
ましたか？ 
 
新しい上司は非常に優秀で仕事に厳し
いです。 
 
今年の新入社員はかなりガッツがある。 
 
ビジネスマンたる者まじめなだけでなく
少々ユーモアも持ち合わせるべきだ。	

• very, quite	

• rather, somewhat	

• slightly, a bit, a little	

Adverbs:	

1.	 2.	 3.	 4.	
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