
SITUATION  
Ken is talking with David about his business trip. 
ケンはデビッドに今回の出張について話しています。	

David: How was your business trip, 
Ken? 

Ken   : Great!  It was a successful 
business trip. 

 
David: What did you do? 
 
Ken   : I interviewed some movie stars. 
            Doesn’t that sound exciting? 
 
David: Sure, it does. 

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。 	

デビッド：  
ケン、今回の出張はどうでしたか？	
	
	
ケン：	
良かったですよ！出張は成功でした。	
	
	
	
デビッド：　	
どんなことをしたのですか？	
	
	
ケン：	
何人かの映画スターにインタビューできま
した。これって、すごくないですか？	
	

	

デビッド：	
確かに！	
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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 

business trip　　 出張 

great　　              最高 
successful　      成功した	

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 was a successful 
business trip. 
出張は成功でした。	

interview　　 インタビュー	

sound　　 　　 思われる、気こえる	

exciting　　　 ワクワクする	
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LANGUAGE FOCUS  

新しいオフィスはすばらしかった。	

	

そこのスタッフは親しみやすく親切だった。	

	

ホテルが汚くて古かった。	

	

ホテルの食べ物はまあまあだった。	

	

工場の場所がひどかった。 
	

ミーティングが長くて退屈だった。	

今日のポイント	
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旅行の内容を話す時のキーフレーズ	

ACTIVITY 
Activity 1: Talk about the items below. 
練習1：　以下の内容について言い表してみましょう。	

1.  Your hometown 

2.  Your day at the office 

3.  Your last trip 

4.  Tokyo	

5 

6 

The new office was fantastic.	
 
The staff there were very friendly and helpful.	
 
The hotel was dirty and old.	
 
The food at the hotel was ok.	
 
The location of the factory was terrible.	
 
The meeting was long and boring. 

Hint	waste of time　 時間のムダ 	    informative　  有益な	

simple   　         シンプルな、単純な	    small　           小さい、狭い	

fun　                 おもしろい 	    crowded　      混んでいる	

expensive　       高い 	    dangerous   　危険な	

spacious　        広々とした	

Activity 2: Ask your tutor about his/her last trip. 
練習2：　先生に前回の旅行について尋ねてみましょう。	

It was a successful 
business trip. 
出張は成功でした。	

練習	

ヒント	
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