
SITUATION  
Mr. Smith asks Ms. Sato to send some files as attachments. 
スミスさんは佐藤さんに、添付ファイルでメールを送るように頼みます。	

Mr. Smith: Can you send Mr. Cox these files as  
                   attachments? Please compress them  
                   before sending. 
 
Ms. Sato  : I’m afraid I don’t know how to compress  
                   files. 
 
Mr. Smith: I wrote down the steps on this sheet of  
                  paper. This will help you. 
 
Ms. Sato  : Thank you. It looks complicated. 
 
Mr. Smith: There are several steps to take, but each  
                   step is easy. 

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。 	

スミス： 
コックスさんにこれらのファイルを添付し
て送ってもらえますか。送る前にファイ
ルを圧縮してくださいね。 
 
 
佐藤： 
すいません、ファイルの圧縮の仕方が
わからないのですが。 
 
 
スミス： 
この紙にやり方を書いておきました。こ
れを見ればわかるでしょう。 
 
佐藤： 
ありがとうございます…複雑そうですね。 
 
スミス： 
手順はいくつかありますが、一つ一つの
作業は簡単ですから。	
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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。 	

It looks complicated. 
複雑そうですね。	
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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 74 
Level A2 Business English 

It looks complicated. 
複雑そうですね。	

ACTIVITY 
練習	

Activity  1: Describe the things below as you like with sense verbs + adjectives. 
練習1：  感覚動詞と形容詞を用いて、以下の事柄を自由に表してみましょう。	

Activity  2: Describe something using sense verbs. Your tutor will guess what it is. 
練習2：  感覚動詞を用いて何か物の説明をしてみてください。講師がそれが何なのかを当てます。	
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Using Sense Verbs to Describe Things 
感覚を表す動詞を用いてものごとを言い表す	

SENSE VERB + ADJECTIVE 感覚を表す動詞　＋　形容詞	

このワインは本当に美味しいです。 

このガムをかむと、息がさわやかな香りになります。 
	

今日彼は大きな商談をまとめたので気分がいい。 
 
	

君のプレゼンテーションは実に興味深かったよ。 
 
彼らは我々の発表に少し驚いていたようだ。 

This wine tastes really nice. 

If you chew this gum, you can make your 
breath smell fresh.  

He is feeling great because he succeeded in 
a big negotiation today. 

Your presentation sounded really interesting. 

They looked a little startled by our 
announcement. 

(1) The soft drink that just came out / 新発売の清涼飲料水 
 
(2)   A project proposal that he made / 彼が作った企画書 
 
(3)   The negotiation has broken down. How do you feel? / 交渉が破談となる 

 
(4)   Chemical fiber fabric developed recently / 新開発の化学繊維 
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