
SITUATION  
Mr. Ford, who has recently been transferred,  
visits the head office in Tokyo and sees Mr. Cox. 
最近異動になったフォードさんが東京本社を訪ねると、コックスさんに出くわします。 

Mr. Cox : Hello, Mr. Ford. It’s a while since I saw you 
last. How’s your new office in Yokohama?  

　　　　　　 
Mr. Ford: Hello, Mr. Cox. It is fun to work in my new 

office.  Everyone in the office is kind and 
polite. 

 
Mr. Cox : I’m glad to hear that. It’s not so far from 

Tokyo to Yokohama. So, let’s go drinking 
after work some time. 

 
Mr. Ford: I’d be glad to. Let me know whenever you’d 

like to. 

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。 	

コックス： 
こんにちは、フォードさん。しばらくぶ
りですね。横浜の新しいオフィスはい
かがですか？ 
 
フォード： 
こんにちは、コックスさん。新しいオ
フィスで働くのは楽しいですよ。職場
のみんなは親切で丁寧なんです。 
 
コックス： 
それはよかった。東京から横浜はそ
んなに遠くないですよ。だから、いつ
か仕事帰りに飲みに行きましょうよ。 
 
 
フォード： 
喜んで。いつでも言ってください。 
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whenever ～　　 ～する時はいつでも 
let me know　   私に知らせて	

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 is fun to work in my new office. 
新しいオフィスで働くことは楽しいです。	

polite      礼儀正しい 
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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 79 
Level A2 Business English 

ACTIVITY 
練習	
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Activity : Make sentences by using the expressions above and the words below. You can use  
              whatever words you like in addition to the words below. 
練習：上で学んだ表現と、以下の語句を用いて文章を作ってみましょう。語句は自由に考えて使ってもかまいません。 

Using It Is + Adjectives To Describe An Activity 
行動を表すIt is+形容詞の使い方	

IT IS+ADJECTIVE+TO VERB 
 It was difficult to come up with the new idea. 

 It’s important to create a good image for our   
 products. 

IT IS+ADJECTIVE+FOR～+TO VERB 
 It’s necessary for us to conduct a market  
 survey. 

 It wasn’t easy for me to do a presentation in  
 English. 

IT IS+ADJECTIVE+OF～+TO VERB 
 It was sensible of you to prepare the materials  
 in advance. 

新しいアイディアを出すのは難しかった。 
 
商品の良いイメージを作り上げることは大切だ。 

我々は市場調査を行う必要があります。	
 
 
 
私には英語でプレゼンを行うことは簡単ではあり
ませんでした。 

前もって資料を用意しておくとは賢明でしたね。 

Adjective 
important   necessary   difficult 
natural   dangerous   convenient 
easy   nice   sensible 
careless   kind   stupid 
 
Infinitive 
make an offer to～：～するのを申し出る  miss ～:～を紛失する 

reconfirm:再確認する   delete～：～を消去する 
back out of～：～から手を引く   

It is fun to work in my new office. 
新しいオフィスで働くことは楽しいです。	
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