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〉〉〉	解答 
1…………B
… 良太はどんな仕事に興味がありますか？

… A… 英語力を伸ばすことを必要とする仕事。
… B… 国際的に働くことができる仕事。
… C… 海外に行くことができる仕事。
… D… 国内で働くことが求められる仕事。

2…………D
… 良太は可能性のある仕事の情報をどのように入手することができますか？

… A… ほかの先生に尋ねる。
… B… 無作為に会社に電話をかける。
… C… 自分の携帯電話を利用する。
 D キャリアセンターに行く。

regarding / ～に関して
participate in / ～に参加する
project / 事業
industry / 業界
potential / 可能性
foreign affiliated company / 外資系企業*

*…外資系企業の定義は法律によって異なるが、経済産業省「外資系企業動向調査」の基準では、外国
投資家が株式の3分の1超を所有している企業を指す。

Part 1　In Person

Unit 1 Job Hunting　 就職活動

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① do you have a moment ② allows me to participate in

③ you’re interested in ④ the potential for advancement

⑤ a good chance of ⑥ consider applying for anything

⑦ why don’t you contact ⑧ for starters

⑨ consult with ⑩ look on the Internet

■ダイアログの訳例

良太…：…すみません、お時間はありますか？

マイク ：…もちろん。何でしょうか？

良太…：…就職活動のことで、先生のアドバイスをいただきたいのですが。

マイク ：…どのような仕事を探しているのですか？

良太…：……国際プロジェクト（事業）に参加できるような仕事がいいのですが。

マイク ：…そうですか。特に興味を持っている業界があるのですか？

良太…：…特定の業界というよりも自分自身が向上できる可能性を重視しているのですが。

マイク ：…どこか特定の会社を考えているのですか？

良太…：…そんなことはないです。もし国際的に働けるチャンスが高いのであれば、どこにでも応募する気でいます。

マイク ：…では、手始めに、外資系企業を当たってみてはどうですか？

良太…：…それはいいですね。どのようにすれば外資系企業のことを知ることができますか？

マイク ：…そうですね、まず最初に、本学のキャリアセンターに相談するといいですね。

良太…：…なるほど、そしてインターネットでも調べることができますね。ありがとうございました。

マイク ：…どういたしまして。

3 s Listening（2）

［ 1 ］

〉〉〉	解答
〈1〉… 電気自動車の部品・コンポーネント製造会社が営業・マーケティングのスタッフを求めている。
〈2〉… 日本語と英語でのコミュニケーション能力が高いこと。パソコンが使えること。
〈3〉… 履歴書を送る。（エレックインターナショナル社人事部部長Mr.…Jack…Fenton宛て）
〈4〉… 人事部　部長。

■求人広告の訳例

電気自動車の部品・コンポーネント製造会社にて営業・マーケティングスタッフ募集。国籍不問。日本語およ
び英語でのコミュニケーション能力が高いこと。パソコン能力必要。好労働条件、海外渡航、特典あり。エレッ
クインターナショナル社人事部ジャック・フェントン部長宛履歴書送付のこと。〒106-0032…東京都港区六本
木1-2…ワールドタワービル28階。詳細の問合せは03-3486-11××まで。

5 s Reading & Writing
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［ 2 ］

〉〉〉	解答
〈1〉	 ① B ②	C ③	D ④	F ⑤	E ⑥	A

〈2〉	 〔	c 〕 → 〔	d 〕 → 〔	a 〕 → 〔	b 〕

■手紙の訳例

… 〒158-7630…東京都世田谷区椿町
… 1丁目1-3

… 20××年1月23日

〒106-0032…東京都港区六本木1-2
ワールドタワービル28階
エレックインターナショナル株式会社
人事部　ジャック…フェントン部長殿

拝啓

… 〔c〕… …貴社のホームページ上で営業・マーケティング職募集の広告を拝見いたしました。応募いたし
たく履歴書を同封いたします。

… 〔d〕… …私は来年3月に経営学学士の学位を取りさくら大学を卒業いたします。国際経営と異文化間コミュ
ニケーションなどの教科を取っており、営業やマーケティングの職に就く用意はできていると
存じます。

… 〔a〕	 …また英語学習にも努力して参りました。大学でのビジネス英語に加え、米国のグリフィス州立
大学で交換留学生として4ヶ月間学びましたので、貴社が募集されている職に就く資格を有して
いると存じます。

… 〔b〕… …面接の機会をいただけましたら幸いでございます。ご連絡等がございましたら090-9102-57×
×にお願いいたします。

… 敬具
… 木村良太

同封物：履歴書
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〉〉〉	解答 
1　F （良太は営業部のフェントン氏と話がしたい）
2　T （良太は求人について尋ねるために電話をしている）
3　F （フェントン氏は仕事で忙しく電話に出られない）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
①	 May I help you ②	 who’s calling, please

③	 This is ④	 advertised online

⑤	 hold while I connect ⑥	 on the line

⑦	 put him through ⑧	 Go ahead

■ダイアログの訳例

シンディ…：…人事部、シンディ…ラーソンです。ご用件をおうかがいします。

良太…：…はい、ジャック…フェントンさんをお願いします。

シンディ…：…はい、どちら様でしょうか？

良太…：…木村良太と申します。オンライン広告に掲載されている仕事のことで電話しております。

シンディ…：…わかりました、ありがとうございます、木村様。おつなぎしますので、お待ちいただけますか？

良太…：…はい、ありがとうございます。

シンディ…：……では、お待ちください。（フェントン氏に）フェントン部長、木村様という方からオンライン求人のこと

で電話がかかっています。

フェントン…：……わかりました。つないでください。

シンディ…：…かしこまりました。（良太に）どうぞお話しください。

フェントン…：…ジャック…フェントンです。木村さん、ご用件をおうかがいします。

良太…：…はい、貴社がホームページで求人している仕事に興味があるのですが……。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
職場でますます求められる英語力

今日の国際ビジネスにおいて英語は広く普及しています。かつて日本では限られた人たちのみが仕事
で英語を使っていました。しかし、グローバル化により、英語でコミュニケーションを取らなければな
らない企業がますます増えています。たとえば、多くの企業の従業員はコンピュータを与えられ、海外
の取引相手と英語でメールのやりとりをしています。また、技術進歩のおかげで、日本企業と外国企
業の間でビデオ会議も頻繁に行われています。このような環境下、多くの職場で英語の技量がますま
す大切になり昇進の際にも重要視されるようになりました。

Recept ionis t Cal ler

●  (Sales Department, Jane Morris) speaking.  May 
I help you?

●  Yes, could I speak to Mr. Williams, please?

●  Sure, may I ask who’s calling, please?

●  This is (Takashi Yamada), and I’m calling about 
(the position advertised in the paper).

●  OK, thank you, (Mr. Yamada).  Could you please 
hold while I connect you?

●  Yes, thank you.

●  (To Mr. Williams) Mr. Williams, a Mr. Yamada is 
on the line enquiring about (our job ad. in the 
paper).

●  [Mr. Willims: OK, you can go ahead and put him 
through.]

●  Certainly.  (To Takashi Yamada) Go ahead, please.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  1
高まるビジネス英語の必要性
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〉〉〉	解答 
1…………B
… 良太は仕事ではどのようなことをしたいと思っていますか？

… A… 海外に住みたいと思っている。
… B… 国際的な事業に携わりたいと思っている。
… C… アメリカに渡航したいと思っている。
… D… 外国人に出会いたいと思っている。

2…………C
… この会社で成功するのに必要なのは何ですか？

… A… 依存心。
… B… 堅実さ。
… C… 明確な目標。
 D 高い日本語力。

strength / 強み

cooperative / 協力的な

persistent / ねばり強い

a sense of fulfillment / 達成感

goal-oriented / 目的追求的な

proficiency / 技量

Part 1　In Person

Unit 2 Job Interviews　 面接

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① What interests you most ② be involved with

③ positive, cooperative and persistent ④ grow professionally

⑤ a sense of fulfillment ⑥ what it takes to be successful

⑦ goal-oriented ⑧ live up to your expectations

⑨ in touch with 

■ダイアログの訳例

ジャック：この仕事で最も興味を引かれることは何ですか？

良太：私の職業上の目標は国際的に働くことです。この仕事はそのような機会を与えてくれると思うのです。

ジャック：わかりました。では、5年後には何をしていたいと思いますか？

良太：国際的なプロジェクトに携わっていたいと思います。

ジャック：そうですか。さて、あなたの強みは何ですか？

良太：前向きで、協力的で、そして粘り強くあるために最善を尽くすことです。

ジャック：仕事には何を求めますか？

良太：職業人として成長する機会を求めます。達成感を持つことが必要だと思います。

ジャック：わかりました。私どもからは以上です。何か質問はありますか？

良太：はい、この仕事で成功するには何が必要なのかをおうかがいできるでしょうか？

ジャック：そうですね、目的追求的である必要がありますね。また、英語能力も不可欠ですね。

良太：わかりました。もし仕事をいただけるのでしたら、ご期待にそえるようがんばりたいと思います。

ジャック：木村さん、本日はお越しいただきありがとうございました。早めにご連絡いたします。

良太：お時間を割いていただきましてありがとうございました、フェントンさん。

3 s Listening（2）

［ 1 ］

〉〉〉	解答
① E
② F
③ G
④ D
⑤ I
⑥ C
⑦ H
⑧ B
⑨ A

5 s Reading & Writing
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［ 2 ］

訳例参照

■履歴書の訳例

木村良太
住所：〒158-7630…東京都世田谷区椿町1-1-3

携帯電話：090-9102-57××
E-mail：ryota55@stj.ne.jp

希望職種：国際営業・マーケティングの仕事

個人情報：
生年月日：19××月7月5日
年齢・性別：21歳、男
婚姻状況：独身

学歴：
20××年…-…現在… 東京都、さくら大学
… 20××年3月卒業予定
… 学位：経営学学士
… …主要専攻教科は国際経営、異文化間コミュニケーションおよびビジネ

ス英語
20××年春学期… …カリフォルニア州サンフランシスコ、グリフィス州立大学にて交換留

学生として4カ月間の英語コースを受講
20××年…-…20××年… …西宮市、兵庫県立青山高等学校、生徒会会計係（20××年…-…20××年）

職歴：
20××年…-…現在… 東京都、Ken塾にて非常勤講師
… 英語と数学担当

資格：… 英語能力：TOEIC…820、英検準一級
… 簿記：日商簿記検定2級
… コンピュータ技能：ワード、エクセル、パワーポイント

興味：… 旅行、音楽鑑賞

信用照会先：… 要求がありしだい提出可
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〉〉〉	解答 
1　T （発信者はNBC社に勤めている）
2　F （発信者はジェームズ…パーカー氏と話したい）
3　T （発信者は間違った番号にかけた）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① may I ask ② there are two

③ I’m afraid ④ by that name

⑤ what number ⑥ 4513

⑦ the wrong number ⑧ 4512

■ダイアログの訳例

発信者：パーカーさんをお願いできますか？

真理子：はい、どちらさまでしょうか？

発信者：NBC社のピーター…リックスと申します。

真理子： ありがとうございます、リックス様。実はこちらにはジェームズ…パーカーとロバート…パーカーの二人

のパーカーがおります。

発信者：あれ、ジェイソン…パーカーという方はいらっしゃらないですか？

真理子：いいえ、申し訳ありませんがその名前の者はおりません。

発信者：あれ、そうですか。おかしいですね。

真理子：そうでございますね、何番におかけになりましたか？

発信者：03-3456-4513です。

真理子：ああ、わかりました。電話番号をお間違えのようです。こちらは3456-4512でございます。

発信者：ああ、そうですか。申し訳ありません。

真理子：とんでもないです。では、失礼いたします。

発信者：ありがとうございました。失礼します。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
面接を成功させる秘訣

面接を成功させるためには周到な準備が不可欠です。まずどのような仕事なのかをきちんと理解してお
くことが必須です。そのためには皆さんが求職する会社のことを調べておくべきです。さらに自分自身
の強みと弱みを説明できるようにしておくべきです。また第一印象がたいへん重要であることも理解し
ておくべきです。したがって自信やプロ意識を持ってふるまうように心がけるべきです。正しい姿勢を
保ち、背筋を伸ばし、話し方にも注意すべきです。声の大きさ、話す速さやイントネーションも面接を
成功させるためには大切です。そしてよい第一印象を与えるためにはアイコンタクトも大切です。また
面接官の質問を注意深く聞いて明快に的を射た回答をするように心がけるべきです。

Cal ler Receiver

●  Could I speak to Ms. Tyler, please?

●  Sure, may I ask who’s calling, please?

●  This is (Yuta Yamaguchi of ABC Company).

●  Thank you, (Mr. Yamaguchi).  Actually, there are 
two Ms. Tylers here, Kay Tyler and Jane Tyler.  
(Which would you like to talk to?)

●  Oh, isn’t there a Ms. Lyn Tyler there?

●  No. I’m afraid there is no one here by that name.  
What number did you call?

●  (I dialed) 06-6355-77××.

●  Looks like you’ve got the wrong number.  This is 
06-6355-78××.

●  Oh, really?  Sorry about that.

●  That’s quite all right.  Bye now.

●  Thank you.  Bye.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  2
就職面接のポイント
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〉〉〉	解答 
1…………B
… エレックインターナショナル社はどんな会社ですか？

… A… 国内販売会社。
 B コンポーネント供給会社。
… C… 国際物流会社*。
… D… 電化製品製造会社。
… *…ロジスティクス（logistics）とは物流合理化の手段のことで、原料の手当てから販売まで、物流を効率的に管理するシステムを指す。

2…………C
… EVのおもな利点は何ですか？

… A… 二酸化炭素を出す。
… B… 少量のガスしか出さない。
 C 空気を汚染しない。
 D… 地球温暖化を加速する。

employment / 雇用

manufacturer / 製造会社

global warming / 地球温暖化

headquartered / 本社を構えている

plant / 工場

perform well / 業績がよい

annual sales / 年間売上

Part 1　In Person

Unit 3 Company Profile　会社プロフィール

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① a tentative offer of ② components for electric vehicles

③ attracting considerable attention ④ environmentally friendly

⑤ is the company located ⑥ is headquartered

⑦ performing well ⑧ 90 billion yen

■ダイアログの訳例

良太：採用の内定をもらいました。

マイク：おめでとう！…どのような会社で働くことになるのですか？

良太：エレックインターナショナルという電気自動車のコンポーネント製造会社で働く予定です。

マイク：すばらしいですね！…電気自動車は最近世界的に注目を浴びていますからね。

良太：そうですね。地球温暖化が理由でみんな環境にやさしい製品により興味を示していますね。

マイク：そのとおりです。電気自動車は二酸化炭素を出さないですから。会社はどこにあるのですか？

良太：本社は東京にあり工場は湘南にあります。

マイク：そうですか。会社の業績はいいのですよね。

良太：年間売上は約900億円です。

マイク：わあ、それはすごい。よい仕事を得られてよかったですね。

3 s Listening（2）

［ 1 ］

〉〉〉	解答
①　D　　②　B　　③　E　　④　A*　　⑤　F　　⑥　H　　⑦　C　　⑧　G
*engineeringは開発

［ 2 ］

〉〉〉	解答

5…billion…500…million…/…5.5…billion
99…billion

■解説

電気自動車（EV）の開発競争が激しくなってきた。リチウムイオン電池は（lithium-ion…battery）、EVとハイブリッ
ド車の効率的な電気供給源として期待されており、その開発が次世代自動車のカギを握っている。そのため、リ
チウムイオン電池の開発をめぐり多くの企業は戦略的パートナー関係を構築するなど、その動きは世界中で活発
化してきている。

5 s Reading & Writing
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〉〉〉	解答 
1　F （ジャック…フェントン氏は海外で休暇中である）
2　F （シンディは下田氏からメッセージを受けている）
3　F （下田氏はフェントン氏から折り返しの電話をもらいたい）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① work for ② away on business

③ do you expect ④ is scheduled to return to

⑤ It’s a pity ⑥ leave a message

⑦ for calling

■ダイアログの訳例

シンディ：人事部、シンディ…ラーソンです。ご用件をおうかがいします。

発信者：はい、ジャック…フェントンさんとお話できますか？…下田正夫と申します。タヤ工機の者です。

シンディ：あの、申し訳ございませんが、フェントンは出張中でございます。

発信者：えっ、そうですか？…いつ戻られるでしょうか？

シンディ：そうですね、実は今アメリカにおりまして、来週の金曜日に出社する予定です。

発信者：そうですか。もっと早くにお話ししたいと思っておりましたので、残念ですね。

シンディ：ご伝言を承りましょうか？

発信者：いいえ、結構です。また電話をかけてみます。ありがとうございました。

シンディ：わかりました。お電話ありがとうございました、下田様。失礼します。

発信者：失礼します。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
M	&	A	—	ルノーと日産の場合

ルノーと日産のケースは日本企業と外国企業の包括的な連携の代表的な事例です。1990年代後半、
日産は2兆円の有利子負債を抱えていました。経営再建のため1999年に日産はフランスの自動車会
社であるルノーとアライアンスを結びました。事実上日産がルノーの傘下に入りました。その後同社
の役員として外国人が赴任しています。現在はカルロス・ゴーンが最高経営責任者を務めています。
このような環境下、同社では英語が職場での公用語として採用されています。最近の調査によると、
日本企業と外国企業の合併と買収が増えているようです。

Receiver Cal ler

●  (General Administration, Rose Draper) speaking.  
May I help you?

●  Could I speak to Mr. Williams, please?, This is 
(Keita Asada). I work for (Itoda Corporation).

●  I’m afraid Mr. Williams is not here right now.

●  When do you expect he’ll be back?

●  He’s actually on a business trip now and is 
shceduled to return to our office on Thursday of 
next week.  Would you like to leave a message 
for him?

●  No, that’s OK.  I’ll try to catch him again.

●  OK, then.  Thank you for calling.  Good-bye.

●  Thank you.  Good-bye.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  3
増加する日本企業と海外企業との提携
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〉〉〉	解答 
1…………B
… 良太とメアリーは何について話しているのですか？

… A… 日本のビジネス慣習。
… B… 自分たちの仕事についてどう感じているか。
… C… アメリカの企業文化。
… D… 自分たちの仕事でどう成功するか。

2…………B
… メアリーは自分の仕事のことをどう思っていますか？

… A… 重い責任を背負っていると感じている。
… B… 楽しいと思っている。
… C… 給料がよい仕事だと思っている。
… D… 日本人の同僚技術者とうまくいっていない。

be on the right track / うまくいっている

challenging / やりがいのある

counterpart / （同じ立場の）相手

division / 部門

vary / さまざまである

overcome / ～を克服する

Part 1　In Person

Unit 4 Job Description　 仕事の内容

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① liaison engineer ② will succeed

③ on the right track ④ newly hired

⑤ Japanese counterparts ⑥ cooperative and hardworking

⑦ varies widely ⑧ overcome these problems

■ダイアログの訳例

良太：駐在技術者としての仕事はどうですか？

メアリー：そうでうね、日本での共同プロジェクトの仕事は本当に楽しいですよ。

良太：よかったですね。両社のこのプロジェクトが成功するように願っています。

メアリー： ええ、今のところうまくいっていますよ。今後とも順調でありますように願いましょう。あなたはどうで

すか？…国際営業部での仕事は楽しいですか？

良太：はい、でもたぶん新参者だからかもしれませんが、少しきついと感じることもあります。

メアリー：大丈夫ですよ。うまくやれると思いますよ。

良太：開発部門の日本人の同僚と働くうえで困っている点はありますか？

メアリー： いいえ、特に。みんな協力的で熱心に見えます。とは言うものの、ときおりコミュニケーションは難

しいです。

良太：そうなんですか？…どうしてですか？

メアリー：…そうですね、ときおり言葉が多少問題になります。日本人の技術者の間では英語力にかなりの差があ

るものですから。

良太：そうですか。文化の違いもあり得ますしね。

メアリー：そのとおりです。でも、いっしょに頑張ってそれらの問題を克服していかなければならないですからね。

3 s Listening（2）

〉〉〉	解答
①　E　　②　A　　③　B　　④　D　　⑤　F　　⑥　C　　⑦　I　　⑧　M　　⑨　L　　⑩　G　　
⑪　J　　⑫　H　　⑬　K

■解説

この三角形のチャートは製造会社の典型的な組織を表している。横断的にヒエラルキー（経営層・中間管理職・
一般職）を表し、縦断的におもな構成部門を表している。

5 s Reading & Writing
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〉〉〉	解答 
1　F （ミルトン氏は緊急の用事で電話をかけている）
2　T （良太はミルトン氏が電話をかけてきた理由を知りたい）
3　F （ロック氏はミルトン氏にあとで電話をかける）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① belong to ② what is this regarding

③ rather talk to him directly ④ what it’s about

⑤ take only a few minutes ⑥ if he’s available

⑦ is tied up ⑧ have him call you

■ダイアログの訳例

良太：国際営業部、木村良太です。ご用件を承ります。

ケイ：はい、こちらはケイ…ミルトンと申します。チャールズ…ロックさんをお願いします。

良太：はい、承知いたしました。どちらの会社の方かおうかがいできますか？

ケイ：はい、スター保険の者です。

良太：ありがとうございます、ミルトン様。ご用件は何でしょうか？

ケイ：えーっと、よろしければ直接ご本人にお話ししたいのですが。

良太： わかりました。ですが、ご用件について少しでもロックに伝えることができましたら、よりお役に立てるか

と思うのですが。

ケイ：そうですか。ええと、私どもの新商品をご紹介したいと思うのですが。ほんの数分程度しかかかりません。

良太：わかりました、ありがとうございます。電話に出られるかどうか聞いてみます。

（少したってから）

良太：申し訳ございませんが、ロックはただ今手が放せない状態でして、電話に出ることができないのですが。

ケイ：えっ、そうですか？

良太：…もしよろしければ、お電話番号をくださいますか。ロックが興味を持ちましたら、こちらからお電話をいた

しますので。

ケイ：はい、わかりました。私の番号は……。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
製造会社の組織

ふつう典型的な製造会社は部門から構成され、各部門は部から、そして各部は課で構成されています。
大きな製造会社での各部門の役割はおおよそ下記のようになっています。開発部門は製品を設計・
開発します。購買部門は製品のパーツやコンポーネントを調達し、それらが生産部門において組み立
てられます。品質部門は製品の品質の管理と保証に携わっています。最後に、その製品を営業部門
が販売します。すべての部門は、企画部、市場調査部、法務部、総務部、人事部や秘書部などから
なる管理部門によって支援されています。

Receiver Cal ler

●  (Sales Department, Mayumi Kobayashi) 
speaking.  How can I help you?

●  This is (Steeve White).  Could I speak to Mr. 
Williams, please?

●  Yes, of course.  May I ask what company you 
are with?

●  Y es, I belong to (Moon Insurance).

●  Thank you, (Mr. White).  And what is this 
regarding?

●  Ah, I’d rather talk to him directly if you don’t 
mind.

●  I understand, but he might be better assist you 
if I could give him some idea of what it’s about.

●   I see, well, I’d like to introduce some of our new 
products.  I’ll  take only a few minutes of his 
time.

●   OK thank you.  I’ll see if Mr. Williams is 
available.

●   Thank you for waiting.  I’m sorry, but Mr. 
Williams is tied up (occupied) right now and 
can’t come to the phone.  If you like, you can 
leave your telephone number and I’ll have him 
call you if he is interested.

●   OK, that’s fine.  My number is ○○○ー○○○ .

●   I got it, thank you.  Bye.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  4
会社の組織
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〉〉〉	解答 
1…………B
… このeメールを書くおもな目的は何ですか？

… A… エコモーターズ社が3月に来日することに感謝すること。
… B… 次のミーティングで扱う案件を確認すること。
… C… すでにホテルは予約されていることを知らせること。
… D… ビデオ会議で話し合われたことを確認すること。

2…………C
… ビデオ会議で合意されたことは何ですか？

… A… 007モデルの開発を急ぐこと。
… B… 共同プロジェクトについて早急にeメールでやり取りすること。
… C… 共同プロジェクトに関する事柄について意見を交換すること。
 D 湘南工場で最新の007モデルを展示すること。

agenda / 議事日程

update / 最新の情報を伝える・最新にする

facility / 施設・設備

specifics / 詳細

appreciate / 感謝する

assist / 手伝う・援助する

accommodation / 宿泊施設

Part 1　In Person

Unit 5 Email—Announcing a Meeting　会議開催の通知

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① finalize the agenda for ② in relation to

③ update you on the progress of ④ a facility tour

⑤ provide us with some specifics ⑥ would greatly appreciate it

⑦ at your earliest convenience ⑧ With best regards

■e-mailの訳例

差出人：木村良太…ryota@elecxxxx.co.jp

日付：20××年2月10日

宛先：トム…デイビス…tdavis@ecoxxxx.com

件名：日本における次回会議の議事日程

前略

3月1日から3月3日に予定されている日本での次回会議の議事日程を決定いたしたくメールを差し上げます。

昨日ビデオ会議において合意されましたとおり、共同プロジェクトに関する案件について話し合いたいと存じます。

私どもからは007モデル開発の進捗について最新の情報をお伝えする予定にしております。また、皆さまを湘

南工場見学にお連れしたいと考えております。

なお、どのような案件を会議で取り扱いたいと考えておられるか、詳細をお教えいただけましたらたいへん感謝

いたします。そうすれば準備に移ることができると存じます。また、私どもで宿泊施設の予約を進めたほうがよろ

しければ早めにお知らせください。

ご返事お待ち申し上げます。

草々

木村良太

3 s Listening（2）

〉〉〉	解答
①　F　　②　I　　③　G　　④　H　　⑤　C　　⑥　E　　⑦　B　　⑧　A　　⑨　D

〈1〉… e-mailの訳例参照
〈2〉… e-mailの訳例参照

5 s Reading & Writing
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■e-mailの訳例

差出人：チャールズ…ロック…c-rock@elecxxxx.co.jp
日付：20××年2月14日
宛先：007プロジェクトメンバー
件名：3月のエコモーターズ社との3日間会議

各位

3月1日から3日まで当本社にて、エコモーターズ社と3日間の会議を開催することをお知らせし
ます。この会議の目的は007モデル用のパワーサプライ開発についての最新の状況を説明す
ることと未解決の案件に関する意見交換を行うことです。

おもな議題：
1.…パワーサプライ開発の進捗に関する最新情報
2.…007モデル第一試作車の開発要件
3.…EV需要の市場調査報告
4.…部品・コンポーネントのコスト削減努力
5.…供給業者関連項目
6.…工業見学

議事日程の詳細は間もなく配布されます。プロジェクトメンバーは全員会議にご出席ください。
すべての必要資料は前もってご準備ください。

よろしくお願いします。

チャールズ…ロック
国際営業部
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〉〉〉	解答 
1　F （ロック氏は出張中である）
2　T （ディキンソン氏は2月19日に打ち合わせをしたい）
3　F （真理子はロック氏にホテルにいるディキンソン氏に電話をかけてもらう）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① is Mr. Charles Rock in ② Thank you for waiting

③ won’t be available ④ May I take a message

⑤ move the meeting up to ⑥ call me back on my cellphone

⑦ leave it just in case

■ダイアログの訳例

真理子：エレックインターナショナル社、田川真理子です。ご用件をおうかがいします。

トニー： もしもし、チャールズ…ロックさんはいらっしゃいますか？…エコモーターズ社のトニー…ディキンソンですが。

真理子： 少々お待ちください。お待たせいたしました、ディキンソン様。申し訳ございませんが、ロックはただ

今会議中で、しばらく電話に出ることができません。ご伝言を承りましょうか？

トニー：…ええ、ロックさんと2月20日にお会いする予定なのですが、できれば19日に繰り上げていただきたいの

です。私の携帯電話に折り返しお電話をくださるようにお伝え願えますか？

真理子：かしこまりました、ディキンソン様。ロックはディキンソン様のお電話番号を存じておりますでしょうか？

トニー：ええ、そう思います。が、念のため申し上げます。060-9102-5573です。

真理子：060-9102-5573。承りました、ありがとうございます、ディキンソン様。必ずご伝言をお伝えします。

トニー：ありがとうございます。失礼します。

真理子：失礼します。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
現代の国際ビジネスコミュニケーション

多くの日本企業は外国企業との合弁事業をますます増やしています。その目的は、お互いの企業のリソー
スを統合することにより効率的に廉価な方法で競争力があり売れる商品を開発することです。したがって、
このような国際プロジェクトのメンバーは、海外の相手側とeメールを使って頻繁にやり取りを行うこと
になります。この十年の間に、ビジネスでの通信手段としてeメールは事実上電話やファックスそして
郵便などに取って代わりました。さらに、海外のビジネスパートナーとのビデオ会議を開く日本企業も
ますます増えています。このように、eメールやビデオ会議は現代の国際ビジネスコミュニケーション
にとって欠かせないものです。

Receiver Cal ler

●  (International Sales, Toshiko Yamamoto)
speaking, how can I help you?

●  Hello, this is (Eric Harrison of ABC Bank).  Is 
(Ms. Yoko Furuta) in?

●  Just a moment.

●  Thank you for waiting.  I’m afraid (Ms. Furuta) (is 
out at the moment) and won’t be available for a 
while.  May I take a message?

●  Yes, (I’m supposed to meet with her on 
September 28th., but I’d like to move the 
appointment back to 29th.  Could you please 
ask her to call me back on my cellphone?)

●  Certainly, (Mr. Harrison).   
Could I have your phone number?

●  It’s ○○○ー○○○ .

●  ○○○ー○○○ .  I’ve got it, thank you, (Mr. 
Harrison).  

●  I’ll make sure she gets your message.

●  Thank you very much.  Goodbye.

●  Bye now.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  5
グローバル企業でのコミュニケーションの方法



25

〉〉〉	解答 
1…………D
… サンフランシスコと東京の時差は何時間ですか？

… A… 東京はサンフランシスコより17時間遅い。
… B… サンフランシスコは東京より9時間10分早い。
… C… サンフランシスコは東京より9時間10分遅い。
… D…東京はサンフランシスコより17時間早い。

2…………A
… 長距離移動のあとは何の調節が難しいですか？

… A…到着時に現地時間に慣れること。
… B… 現地時間を理解すること。
… C… 時差を計算すること。
… D… 旅行の疲れから回復すること。

turbulence / 乱気流

jet lag / 時差ボケ

properly / 十分に

adjust / 順応させる

long haul / 長距離

corporate / 会社の

Part 1　In Person

Unit 6 Meeting Business Associates at the Airport
ビジネスパートナーを空港で出迎える

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① How was your flight ② except for some turbulence

③ any trouble with jet lag ④ sleep properly

⑤ 17 hours behind ⑥ adjust to

⑦ a long haul flight ⑧ have the corporate bus parked

■ダイアログの訳例

良太：こんばんは、デイビスさん。またお会いできてうれしいです。

デイビス氏：やあ、良太さん。お元気ですか？

良太：元気にしております、ありがとうございます。空の旅はいかがでしたか？

デイビス氏：途中にあった乱気流以外は大丈夫でしたよ。

良太：ああ、そうだったのですね。ひどくなかったのでしょうか。

デイビス氏：ええ、それほどひどくなかったですよ。ところで、時間はわかりますか？

良太：はい、夜の9時10分です。お疲れになっているでしょう。時差ボケでお困りではないですか？

デイビス氏： いいえ、今のところ大丈夫です。しかし、まだサンフランシスコの時間のままです。今晩十分に

寝ることができればいいのですが。

良太：そうですね。サンフランシスコは東京より17時間遅いと思います。

デイビス氏：…長距離飛行のあとは、新しい時間に順応するのが難しいことがよくありますからね。ああ、会社の

同僚の者が来ました。

良太：…皆さん、こんばんは。日本にようこそ。会社のバスを外に停めてあります。ホテルまでお連れします。ど

うぞこちらへ。

デイビス氏：ご親切にありがとうございます。

3 s Listening（2）

［ 1 ］

〉〉〉	解答
①　E　　②　B　　③　H　　④　G　　⑤　F　　⑥　D　　⑦　A　　⑧　C

〈1〉 9時間20分
※…旅程表によるとサンフランシスコの現地時間18:10出発とあり、東京との時差は17時間で東京のほうが早いので、この出発時刻
時の東京の時刻は2月28日午前11:10です。到着時刻は同日20:30となっているので、飛行時間は9時間20分の予定であるとわ
かります。

〈2〉…旅程表の訳例を参照。
※…wrap-upとは、「総括の」という意味で、wrap-up…meeting…/…sessionでは会議の成果を双方で確認しながらまとめます。通常その際
に議事録（minutes）を作成します。

5 s Reading & Writing
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■旅程表の訳例

日本出張の旅程表…—…007プロジェクトのメンバー
2月27日…-…3月4日

2月27日（月）（サンフランシスコから東京へ移動）
… 18:10*… サンフランシスコ発、UAL…837便、サンフランシスコ国際空港

2月28日（火）
… 20:30… 東京着、成田空港
… … 社用車手配（空港への一行の出迎えは木村氏）
… … 宿泊先：六本木タワーホテル
… … 電話：03-5412-11xx

3月1日（水）
… 9…:00-12:00… エレックインターナショナル本社にて共同プロジェクト会議
… 12:00-13:30… 昼食
… 13:30-17:00… 2会議同時開催：販売会議と開発会議

3月2日（木）
… 7:30… 社用車にてホテルから湘南工場へ移動
… 9:00-12:00… 湘南工場にて共同プロジェクト会議
… 12:00-13:30… 昼食
… 13:30-17:00… 施設見学と開発会議
… 18:00… 湘南の日本料理店にてエレックインターナショナル社主催の食事会

3月3日（金）
… 9:00-12:00… 本社にて共同プロジェクト会議
… 12:00-13:00… 昼食
… 13:00-14:30… 総括会議
… 15:30… 本社から成田空港へ移動、社用車手配
… 19:40… 東京発、UAL838便、成田空港
… 11:00**… サンフランシスコ着、サンフランシスコ国際空港

*… サンフランシスコの現地時間
**…サンフランシスコの現地時間
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〉〉〉	解答 
1　T （井関太郎はチャールズ…ロックに折り返しの電話をしている）
2　F （チャールズ…ロックは明日湘南工場にはいない）
3　F （チャールズ…ロックは太郎の態度に満足していない）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① wasn’t in the office ② you returned my call

③ confirm the details of ④ show the party around the plant

⑤ informed the staff of ⑥ under control

■ダイアログの訳例

太郎：ロックさんをお願いできますか？

チャールズ：私ですが。ご用件は何でしょうか？

太郎：…あー、こんにちは、チャールズさん。生産の井関太郎です。今朝電話をいただきましたが、オフィスに

おりませんでした。

チャールズ：…ああ、こんにちは、太郎さん。折り返し電話をくださってよかったです。実は、湘南工場の施設見

学の詳細を確認したかったのです。

太郎：ああ、明日午後2時スタートの件ですね。

チャールズ： はい、そうです。午前中にそちらで会議がありまして、昼食後、ご一行を湘南工場案内にお連れし

ていただきたいのですが。

太郎： ええ、準備はできていますよ。大丈夫です。すでに明日のエコモーターズ社ご一行の工場見学のことは

担当者に伝えてあります。

チャールズ：…ありがとうございます。すべて手配していただいているようですね。わかりました。それでは明日

お会いしましょう。

太郎：ではまた明日、チャールズさん。失礼します。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
ビジネス環境における異文化間コミュニケーション

端的に言えば異文化間コミュニケーションとは、違った文化背景を持った人と人とのコミュニケーショ
ンと定義付けられます。コミュニケーションの方法は、文化によって大きく影響を受けることは間違い
ありません。今日、グローバル化により国籍が違う企業がいっしょに事業を行う機会が急速に増えてい
ます。それに応じて、多くの職場での多文化がますます進展しています。その結果、このようなビジ
ネス環境における成功は、文化的媒介技術の習得によるところが大きくなっています。このような理
由から、言語障壁だけではなくビジネスや人付き合いに影響する文化的差異を考慮することが大切です。

Cal ler Receiver

●  May I speak to (Mr. Chris Sandman), please?  
This is (Kenji Watanabe of Max Corporation).

●  Oh, hello, (Mr. Watanabe).  This is he.

●  Ah, hello, Mr. Sandman.  You called me, but I 
was not in the office.

●  I’m glad you returned my call.  Well, I wanted to 
(confirm if we are getting ready for our meeting 
next week).

●  (Oh, yes, everything is under control.  Don’t 
worry, please).

●  (I’m glad to hear that.  So, it’s to start at 10:00 
at our head office.)

●  (Yes, that’s right.  We are looking forward to 
meeting with you all.)  See you, then.

●  See you (next week).  Bye.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  6
異文化間コミュニケーション
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〉〉〉	解答 
1…………D
… デイビス氏と同僚はおそらく何時ごろにエレックインターナショナル社に到着しているでしょうか？

… A… 9時。
… B… 9時数分過ぎ。
… C… 間に合わない。
… D 8時40分。

2…………C
… デイビス氏と同僚はどのように会議室を見つけますか？

… A… 受付係が会議室への行き方を説明した。
… B… 自分たちでエレベーターを使って会議室に移動する。
… C 国際営業部のスタッフの一人が会議室へ案内する。
 D… 良太といっしょに階段を使って会議室へ移動する。

colleague / 同僚

expect / 待つ・期待する

fill out / 記入する

form / 用紙

done / （作業などが）済んだ

Part 1　In Person

Unit 7 At the Reception Desk　 受付での対応

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① have an appointment with ② have been expecting

③ fill out ④ That is very kind of you

⑤ are done with ⑥ have a seat

⑦ will be with ⑧ have reserved a conference room

■ダイアログの訳例

受付：ご用件を承りましょうか？

デイビス氏： おはようございます、エコモーターズ社のトム…デイビスと申します。本日9時に国際営業部のロッ

クさんとお約束があるのですが。

受付：はい、デイビス様。お待ちしておりました。

デイビス氏：…少し早く到着しましたので、ご準備がまだでしたら待たせていただきます。

受付：…大丈夫でございます。こちらの訪問者フォームにご記入いただけますか？…係りの者に皆さまを会議室まで

ご案内させますので。

デイビス氏：ご親切にありがとうございます

受付： もしもし、受付の田中京子でございます。デイビス様ご一行がこちらにお見えです。どなたか降りてきて

くださいますか？

デイビス氏：はい、どうぞ。フォームに記入しましたので。

受付：…ありがとうございます。どうぞおかけください。国際営業部の者が間もなくまいります。

デイビス氏：ありがとうございます。

（数分後）

良太：おはようございます、デイビスさん。本社へようこそお越しくださいました。

デイビス氏：どうも良太さん。お元気ですか？

良太：…はい、ありがとうございます。上の階の会議室を予約してあります。ご案内いたします。そこの角のとこ

ろにエレベーターがありますので。

デイビス氏：ありがとうございます。

3 s Listening（2）

〉〉〉	解答
①　E　　②　G　　③　C　　④　J　　⑤　D　　⑥　B　　⑦　I　　⑧　A　　⑨　H　　⑩　F

〈1〉…そのほかの掲示文の例
VISITORS…ARE…REQUESTED…NOT…TO…GO…BEYOND…THIS…POINT（訪問者はこれより先へは進入不可）
EMERGENCY…EXIT（非常口）
THIS…DOOR…IS…ALARMED（ドアは警報機付き）
FIRE…ALARM（火災報知機）
FIRE…EXTINGUISHER（消火器）
KEEP…OUT（立ち入り禁止）
PLEASE…TURN…OFF…LIGHTS…WHEN…NOT…IN…USE（不使用時には消灯のこと）
THIS…SIDE…UP（天地無用）
FRAGILE（壊れ物）

5 s Reading & Writing
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〉〉〉	解答 
1　F （本日アン…ロバーツは休暇を取っている）
2　F （トムはアン…ロバーツに翌日折り返しの電話をするように頼んだ）
3　T （アン…ロバーツはすぐにトムの指示に従った）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① you have reached ② I’m not at my desk

③ reason for calling ④ calling from Tokyo

⑤ push back ⑥ let me know

⑦ extension 245 ⑧ got your message

⑨ on our end

■ダイアログの訳例

録音音声： はい、こちらアン…ロバーツのボイスメールです。あいにくただ今席をはずしております。お名前と

お電話番号、そしてご用件をお残しください。できるだけ早く折り返しのお電話を差し上げます。お電

話ありがとうございました。

トム： アン、こちらトムです。東京からかけています。エレックインターナショナル社がパワーサプライコンポー

ネントの納品を2週間延期しても大丈夫かどうか問い合わせてきています。この遅れがうちのテストスケジュー

ルに影響を与えないかどうかピーターに確認して、早急に連絡をください。今、日本時間で午前8時50分

です。エレックインターナショナル本社の内線245まで連絡をください。緊急の案件ですので、よろしく

お願いします。

（しばらくして、アンがトムに電話をします）

アン：もしもし、トム。伝言を受けてピーターと話をしました。こちら側は仕事日で10日の遅れでしたら大丈夫です。

トム： わかりました。ありがとう、アン。彼らに知らせます。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
商取引におけるホスピタリティの重要性

よい対人関係は効果的な交渉能力の土台となり、ビジネスにおいて大変重要です。言い換えれば、
人間関係を育む能力はビジネス成果を最大化するためのカギとなります。たとえば、強固な対人関係は、
ビジネス・パートナーとの共同プロジェクトや合弁事業をうまく立ち上げるための基盤となります。ゆ
えにホスピタリティの果たす重要な役割を理解することは肝心です。したがって国際ビジネスにおける
マナーを学ぶだけではなくホスピタリティの精神を育成することがきわめて大切です。

Receiver Cal ler

●  Hello, you have reached the voice mail of (Julia 
Payton).  I’m afraid I’m not at my desk right 
now.  Please leave your name, telephone 
number and your reason for calling.  I’ll get back 
to you as soon as I can.  Thank you for calling.

●  Hello, Julia.  (This is Kenji calling from Kobe.  
ABC Corporation wants to know if we could 
push back the delivery date for their products 
by one week.  Can you check with John if such 
delay would affect our schedule, and let me 
know ASAP?  It’s now 10:15a.m. New York 
time.  Call me at their head office, extension 
123.  This is urgent.  Bye.)

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  7
国際ビジネスでも大切なホスピタリティの精神
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Introductions & Exchanging Business Cards
紹介と名刺交換

〉〉〉	解答 
1…………B
… 誰がエレックインターナショナル社の社長に紹介されていますか？

… A… チャールズ…ロック氏。
… B…トム デイビス氏。
… C… 谷…明氏。
… D… トニー…ディキンソン氏。

2…………C
… 良太は何を用意したのでしょう？

… A… ソフトドリンク類、スパゲッティ、菓子類。
… B… コーヒー、お茶、飲茶。
… C 飲み物、軽食。
 D… カクテル、ビール、フルーツ。

business card / 名刺

fortunate / 幸運な

competent / 有能な

flatter / 光栄に思わせる

refreshments / 軽い飲食物

beverage / （水以外の）飲み物

Part 1　In Person

Unit 8

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① let me introduce you to ② a pleasure to meet you

③ feel fortunate to have ④ I’m flattered

⑤ lucky to be able to work with ⑥ has prepared some refreshments

⑦ help yourselves to ⑧ That was very nice of

■ダイアログの訳例

チャールズ：またお会いできてうれしいです、トム。

トム：どうも、チャールズ。お元気ですか？

チャールズ：…とても元気にしています、ありがとう。そうそう、エレックインターナショナル社の谷社長をご紹介

します。

トム：ええ、ぜひ。まだ社長にお会いする機会がなかったですから。

チャールズ：谷社長、こちらはエコモーターズ社のトム…デイビスさんです。007プロジェクトのリーダーです。

トム：お会いできて光栄です、谷社長。私の名刺をどうぞ。

谷社長：はじめまして、デイビスさん。こちらが私の名刺です。

トム：ありがとうございます。

谷社長：…ロックからあなたのよいうわさを聞いていますよ。このプロジェクトをあなたのような有能なリーダーに

ご担当いただいて幸いだと思っています。

トム：ありがとうございます。光栄です。私も御社の優秀なチームの方々と仕事ができて幸運に思います。

チャールズ： さて、皆さん、良太が飲み物と軽食を準備してくれました。飲み物、水、フルーツ、軽食などがあ

りますので、ご自由にどうぞ。

トム：ご親切に、ありがとう。

3 s Listening（2）

〉〉〉	解答
①　D
②　B
③　A
④　C

〈1〉… 名刺の訳例を参照
〈2〉… 本文p.28の部門名や役職名を参考にして書いてみましょう。

5 s Reading & Writing
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■名刺の訳例

エコモーターズ
… トニー…ディキンソン
… 国際購買部…課長

カリフォルニア州、サンホセ、… …（408）529…-…27xx、（408）529…-…28xx（Fax）
ウエストミルフォードドライブ220、… jbrown@ecoxxxx.com
95134（zip…code）

井関太郎
生産部門…常務取締役

エレックインターナショナル株式会社…湘南工場

〒252-0068…神奈川県藤沢市菅原10
Tel：0466…-…48…-…55xx、Fax：0466…-…48…-…56xx

E-mail：t-iseki@elecxxxx.com

エコモーターズ
… トム…デイビス…博士
… 開発部門…取締役

カリフォルニア州、サンホセ、… …（408）529…-…27xx、（408）529…-…28xx（Fax）
ウエストミルフォードドライブ220、… tdavis@ecoxxxx.com
95134（zip…code）
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〉〉〉	解答 
1　F （トニーは明日スタッフ会議後にチャールズに会う）
2　T （彼らは明日昼食時に仕事のことを話し合う）
3　F （彼らは明日の朝ナポリで朝食をとる）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① hear your voice ② was wondering if

③ When is convenient for you ④ How about

⑤ I’d rather make it ⑥ works for

⑦ Sounds good

■ダイアログの訳例

チャールズ：国際営業部、チャールズ…ロックです。

トニー：ああ、チャールズ。エコモーターズのトニー…ディキンソンです。お元気ですか？

チャールズ：トニー！…声が聞けてうれしいです！……スタッフ会議のほうはどうですか？

トニー： うまくいっています。実は、お時間をいただけないかと思いまして。お話ししたい案件がいくつかあるも

ので。

チャールズ：もちろん、いいですよ。いつがよろしいですか？

トニー：明日の朝、朝食をとりながらお話しできるでしょうか？

チャールズ：そうですか、できれば昼食を兼ねたミーティングのほうがありがたいのですが。

トニー：わかりました、大丈夫です。何時にどこで会いましょうか？

チャールズ：そうですねぇ……。12時半に2階のイタリアンレストラン、ナポリではいかがですか？

トニー：いいですね。それではお会いするのを楽しみにしています。

チャールズ：わかりました、では明日。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
海外旅行

今日では国際旅行はより身近なものになっています。その中には日本と外国とのあいだの旅行も含ま
れています。統計によると、2009年には679万人の外国人が日本を訪れるいっぽうで1529万人の
日本人が外国に行っています。国際交流を促進する施策として、日本政府は1千万人の外国人が日本
を訪れ、2千万人の日本人が海外旅行をすることを奨励しています。しかし多くの日本企業の海外出張
の数は最近減少傾向にあります。これはコストを削減して、このところの経済危機に対応する必要性
の表れです。

Receiver Cal ler

●  (General Administration, Kazumi Morikawa 
speaking).  May I help you?

●  Hello, (Ms .Morikawa. This is Alan Brown of NY 
Corporation.)  I was wondering if you had any 
time to spare.  I’d like to discuss some matters 
with you.

●  Sure, that’s fine.  When is convenient for you?

●  How about (a breakfast meeting tomorrow 
morning)?

●  Well, I’d rather make it (a power lunch), instead, 
if you don’t mind.

●  OK, that works for me.  When and where shall 
we meet?

●  How about (Nami, the Japanese restaurant on 
the 5th floor at 12:00)?

●  Sounds good.  Look forward to seeing you then.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  8
海外渡航
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Opening Remarks at a Meeting
会議冒頭のあいさつ

〉〉〉	解答 
1…………D
… 会議での真理子の役割は何ですか？

… A… 記録係。
… B… 発表者。
… C… タイムキーパー。
… D 司会。

2…………B
… 本日の最初の議事案件は何ですか？

… A… 007主要コンポーネントの開発。
… B… 谷社長の開会のあいさつ。
… C… デイビス氏の閉会のあいさつ。
 D… 市場調査の結果。

adjustment / 調整

accommodate / （～の要求を）受け入れる

follow / 続く

break / 中断する

update / 最新情報

call on / 依頼する

Part 1　In Person

Unit 9

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① make any adjustments ② accommodate your requests

③ start with a few words of welcome ④ Next on the agenda

⑤ be followed by ⑥ break for lunch

⑦ your update on ⑧ call on

■ダイアログの訳例

真理子： まず、3日間に渡る会議のスケジュールを説明させていただきます。何か調整をお望みでしたらお知ら

せください。できる限りご要望にお応えするようにいたします。

デイビス氏：わかりました。ありがとう。

真理子： スクリーン上の議事日程にありますように、弊社社長の谷による歓迎のごあいさつから始めさせていた

だきます。それからデイビス様からお言葉をいただきたいと存じますが。

デイビス氏：喜んで。

真理子： ありがとうございます、デイビス様。その次の案件は主要コンポーネント開発の進捗についての私ども

のチームの発表でございます。それからエコモーターズ社様の市場調査結果についてのご発表が続

きます。その後1時間半の昼食となります。…………。

デイビス氏：…真理子さん、最新の議事についてありがとうございます。スケジュールにはすべてきちんと含め

ていただいているようです。

真理子：はい。それでは、谷社長にお言葉をいただきたいと思いますが。

谷社長：…わかりました。ありがとう、真理子さん。皆さん、おはようございます。そしてようこそお越しくださいま

した……。

3 s Listening（2）

〉〉〉	解答
①　E
②　G
③　C
④　F
⑤　B
⑥　H
⑦　D
⑧　A
【注】本文訂正：選択肢Cのcomplement（誤）→compliment（正）

〈1〉…自由なコミュニケーション（open…communication）
〈2〉…午前の会議後は先約のため席をはずす。（あいさつ文の訳例参照）

5 s Reading & Writing
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■あいさつ文の訳例

谷社長による会議冒頭のあいさつの続き

お忙しいなか本共同プロジェクト会議ご出席のため、遠くアメリカからお越しいただきまして本
当にありがとうございます。長旅のあと、お疲れでなければよいのですが。また、この場をお
借りしまして、これまでの皆さまのすばらしい働きに対し敬意を表したいと思います。

我々のような国際プロジェクトにおいては、ざっくばらんなコミュニケーションこそが成功への
カギであると確信しております。そうすることで迅速な情報交換だけではなく疑問・不安が問題
になる前にすみやかな対応ができるのです。

このような観点から、このたびの3日に渡る会議は絶好のタイミングで開催できたと強く感じるし
だいです。また、両社の経営層は本プロジェクトに多大な期待を寄せているということも、ぜひ
心に留めておいてください。

本日私は午前の会議のあと、以前から予定に入っている仕事のために失礼させていただきます。
が、明日の晩の食事の席でまたみなさんにお会いできる予定ですので、その折りにお一人お一
人とお話しさせていただくことを楽しみにしております。

ありがとうございます。
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〉〉〉	解答 
1　F （メアリーは本日会議に出席しない予定である）
2　T （メアリーは会議に必要なデータを手に入れる予定である）
3　F （トムはメアリーからの電話に腹を立てている）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① What’s up ② regarding

③ might be a bit late ④ engineering data

⑤ sort it out ⑥ at the most

⑦ leave your report till later ⑧ go ahead

⑨ your patience

■ダイアログの訳例

トム：トム…デイビスです。

メアリー：こんにちは、トム。メアリーです。少しお話できるでしょうか？

トム：もちろん、メアリー。どうかしましたか？

メアリー：あの、今日の午後の会議のことなのですが。申し訳ないですが少し遅れるかもしれません。

トム：そうなのですか？…どうかしたのですか？

メアリー：…いいえ、大丈夫ですが、一連の開発データがまだすべて手元にないもので。揃えるのにそれほどの

時間はかからないと思います。おそらく遅くて30分ほど遅れるかもしれません。

トム： わかりました、大丈夫です。会議ではいろいろと話し合うことがありますので、あなたからの報告は後回し

にすることはできます。データのほうの対応を進めてください。

メアリー：そうさせていただきます。ご了解ありがとうございました。

トム：問題ないですよ、メアリー。後ほど会議で会いましょう。

メアリー：はい、それでは。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
出入国手続き

海外旅行の場合、乗客は少なくとも出発の2時間前にはチェックインしたほうがよいでしょう。座席を
リクエストして携帯手荷物以外の荷物をチェックインする時間をとるためです。その際に乗客は搭乗券
と手荷物受取券を受け取ります。その後セキュリティチェックと出国手続きを行います。機上で乗客は
税関申告書と入国カードに必要事項を記入します。目的地では入国手続きを行います。そして、手荷
物受取所に移動して預けた荷物を受け取ります。最後に税関で並んで手荷物検査を受けます。

Cal ler Receiver

●  This is (Kirk Hilton of P&J).  May I speak to( Mr. 
Jason Gates), please?

●  Just a moment.  I’ll connect you.
● (Jason Gates:) Hi, Kirk, what’s up?

●  (Hi, Jason, well, I might be a bit late for today’s 
meeting. I’m getting all the data we need ready 
now.  I guess it’ll take another half an hour.  
Maybe I’ll be late by 20 minutes or so.)

●  OK, don’t worry.  We can leave your report till 
later.  Why don’t you go ahead and take care of 
the data first?

●  Yes, I’ll do that.  Thank you for your patience.

●  That’s no problem.  See you in the meeting.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  9
出入国手続き
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〉〉〉	解答 
1…………C
… エレックインターナショナル社が最近終えたのは何のテストですか？

… A… 第一試作モデルの耐久テスト。
… B… EVモデルのパワー要求テスト。
… C… 第二試作品の性能テスト。
… D… いくつかのEV部品の性能テスト。

2…………D
… 現時点で岡氏（部長）のプレゼンテーションに含まれていないものは何ですか？

… A… 競合モデルの特性。
… B… 第二試作品に反映されている改良点。
… C… 最初の開発スケジュール。
 D コスト関連項目。

chart / 図表

prototype / 試作

table / 表・一覧表

durability / 耐久性

criterion / 基準

chronological / 時系列の

feature / 特性・特徴

Part 1　In Person

Unit 10 Presentation　 プレゼンテーション

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① The purpose of ② This chart describes

③ Figures in this table indicate ④ These line graphs show

⑤ There bar graphs compare  ⑥ in these radar graphs

■ダイアログの訳例

岡部長：……私のプレゼンテーションの目的は007EVモデル用パワーサプライの開発につきまして皆さまに最新

の情報をお伝えすることです。

… …この図表は当初の開発スケジュールを表しています。ここに強調されていますように、弊社はパワー

サプライの第二試作品の性能テストを実施したところです。

… …この表にある数字はこの試作品がパワー要求を満たしていることを示しています。耐久性に関しては、

目標を少しばかり満たしておりませんが、改良を加え予定期日までには間違いなく目標に達するはずです。

… …これらの折れ線グラフはそれぞれの開発基準に反映された改良点を時系列に表しています。

… …これらの棒グラフは第一試作品と第二試作品のテスト結果を比較したものです。

… …ご参考までに、これらのレーダーグラフで弊社のモデルと競合モデルとの特性を比較しました。

… 納品のタイミングに関しましては……。

3 s Listening（2）

〉〉〉	解答
［ 1 ］

①　（2）
②　（4）
③　（1）
④　（5）
⑤　（3）

［ 2 ］

①　table ／表・一覧表
②　bar graph ／棒グラフ
③　(Gantt) chart* ／図表
④　radar graph ／レーダーグラフ
⑤　line graph ／折れ線グラフ

*この図表はガントチャート（Gantt…chart）と呼ばれ、プロジェクト管理や生産管理などでに用いられている。

5 s Reading & Writing



46

〉〉〉	解答 
1　T （彼らは明日の朝会うことに同意している）
2　F （彼らは明日の朝8時15分に話し合う）
3　T （彼らは話し合う事柄がいくつかある）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① What can I do for you ② did a terrific job

③ if I could meet with you ④ pressing issues

⑤ you’ve got a point ⑥ set up the negotiation with

⑦ why don’t we get together ⑧ urgent matters

⑨ would be great

■ダイアログの訳例

岡部長：こちら岡…弘です。

ロック部長：こんにちは、弘さん。国際営業のチャールズです。

岡部長：やあ、チャールズさん。どうされましたか？

ロック部長：ええ、今日の会議でのご対応はすばらしかったですよ。

岡部長：ありがとうございます。

ロック部長： ところで、明日、会議の前に会えないかと思いまして電話をかけております。差し迫っている問題

点について意見を交換するべきだと思うのですが。

岡部長： 同感です。パワーサプライの遅れを取り戻さなければなりませんから、すぐにサプライヤーと交渉しな

ければなりませんね。

ロック部長：まさにそのとおりです。8時15分前に会いませんか？

岡部長：いいですよ。私のオフィスに来てください。緊急案件について話し合いましょう。

ロック部長：了解です、それで結構です。では、明朝お会いしましょう。

岡部長：わかりました。では。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
プレゼンテーションを行う

プレゼンテーションを行う場合の2つのおもな段階は準備と発表です。準備にはプレゼンテーション
の目的と対象とする聴衆をきちんと理解することが含まれます。そうすることにより、プレゼンテーショ
ンの中味や骨子を決定できるわけです。次の段階では調査を行いその結果を分類してまとめます。そ
の後に調査結果を書き上げ情報源を明示します。発表は明確な序論・本論・結論からなるスピーチと
そのあとの質疑応答で構成されます。スピード、イントネーション、声の大きさも明瞭で効果的なプレ
ゼンテーションには大切です。加えて、アイコンタクト、しぐさ、そして姿勢が聴衆によい印象を与え
るうえで重要な役割を果たします。

Cal ler Receiver

●  This is (Naoto Nozawa of Public Relations*).  
May I speak to (Ms. Junko Ishida), please?

●  Hi, (Naoto), this is she. What can I do for you?

●  Oh hello, (Junko).  Well, I’m calling to see if I 
could meet with you .

●  (Sure.  When is convenient for you?)

●  Why don’t we get together (at 10 tomorrow)?

●  That’s fine.  (Please come to see me in my 
office.  Looking forward to seeing you then).

●  (Yes, that would be great.  See you then.)

*Public Relations (Department)＝広報（部）

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  10
プレゼンテーションのスキル
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〉〉〉	解答 
1…………B
… エコモーターズ社へのコンポーネントの納入が遅れる理由は何ですか？

… A… エレックインターナショナル社は従業員不足のため生産計画に遅れが生じている。
… B… 納入業者において生産が予定より遅れている部品がいくつかある。
… C… エレックインターナショナル社はコンポーネントの品質に問題をかかえている。
… D… エコモーターズ社は当初の計画より早くコンポーネントの納入をさせる予定である。

2…………A
… エコモーターズ社へのコンポーネントの納入はいつごろになる可能性が高いですか？

… A 当初計画より9日間遅れて。
… B… 当初計画どおり。
… C… 当初計画より10週間遅れて。
 D… 当面の間は納入されない。

impact / 影響・衝撃
vendor* / 納入業者
minimize / ～を最小限にする
get by / 何とかする
overtime / 時間外に・超過して
assembly / 組み立て
exceed / 超える
working day / 仕事日・平日
*supplierともいう。日本語では、サプライヤーや供給業者とも呼ぶ。

Part 1　In Person

Unit 11 Negotiation　 交渉

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① checked on the impact of ② is underway

③ has fallen behind on their production schedule ④ minimize the delay

⑤ get by with a delay of ⑥ keep the delay to a minimum

⑦ adjust our assembly schedule accordingly ⑧ that is acceptable

■ダイアログの訳例

デイビス氏：担当の者にコンポーネント納入の遅延の影響について確認しました。

岡氏：ああ、そうですか。何とおっしゃっていましたか？

デイビス氏：担当者によると、車両テストの準備は当初の計画通り進んでいるということです。

岡氏：なるほど、問題はこちらの納入業者一社の生産計画に遅れが出ていることです。

デイビス氏：そうですか。そのことで御社ができることがありますか？

岡氏：もちろんです。遅れを最小限にするためにできることは何でもするつもりです。

デイビス氏：弊社としましては、遅延を避けられない場合、仕事日（平日）で10日の遅れでしたら何とかいたします。

岡氏：わかりました。残業を増やしてでも遅れを最小限に食い止めるように業者に強く申し伝えます。

デイビス氏：ぜひそのようにしてください！

岡氏：弊社もそれに合わせて組み立て計画を調整し、遅れが絶対に仕事日で10日を超えないようにいたします。

デイビス氏：わかりました。それでけっこうです。

岡氏：本件に関してご理解いただきまして感謝いたします。

3 s Listening（2）

〉〉〉	解答
①　B（議事録）
②　E（目的）
③　C（開催地）
④　H（出席者）
⑤　G（決定事項と対策）
⑥　D（担当）
⑦　F（提出）
⑧　A（承認）

5 s Reading & Writing



50

■議事録の訳例

販売会議議事録

会社：エレックインターナショナル社およびエコモーターズ社
目的：主要部品に関するコスト削減努力の状況
日付：20××年3月1日
時間：13:30…-…17:00
開催地：…本社10番会議室
出席者：…エコモーターズ：トニー…ディキンソン購買部課長、……、……、……
… エレックインターナショナル：チャールズ…ロック国際営業部部長、……、……

決定事項と対策 担当 期限

コスト 主要部品の5%コスト削減目標 ロック氏 20xx年8月1日

納入業者 競争力のある納入業者の推薦 ディキンソン氏 20xx年3月20日

台数 パワーサプライコンポーネントの購入台数の確認 ディキンソン氏 20xx年4月1日

品質 …………… …… ……

納入 …………… …… ……

… 議事録提出：チャールズ…ロック… Charles Rock

… 議事録承認：トニー…ディキンソン… Tony Dickinson
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〉〉〉	解答 
1　F （メアリーは仕事のことでトムからアドバイスがほしい）
2　T （トムはメアリーに感謝したい）
3　F （トムはひとりでアメリカに帰る予定である）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① so far so good ② I truly appreciate your efforts

③ wrap-up meeting ④ manage without you

⑤ keep you informed of ⑥ whenever you have any concern

⑦ Give my best to

■ダイアログの訳例

メアリー：こんにちは、トム。メアリーです。

トム：ああ、メアリー。今朝の調子はどうですか？

メアリー：いいです、ありがとうございます。すべて順調かどうかお聞きしようと思ってかけています。

トム：…ああ、ありがとう、メアリー。ええ、今のところ順調です。あなたがいて本当に助かっています。また、

がんばりに心から感謝しています。

メアリー：…そのように言ってくださりありがとうございます。申し訳ありませんが、サプライヤー（納入業者）と約

束があって総括会議には出られないのです。

トム：大丈夫ですよ、メアリー。あなたがいなくてもどうにかします。

メアリー：ありがとうございます。サプライヤーとのやり取りについては常時お知らせしますので。

トム：わかりました。何か懸念事項や必要なものがあればいつでも電話をください。

メアリー： そういたします、ありがとうございます。では、お気を付けてご帰国ください。ほかの方たちにもよろ

しくお伝えください。

トム：わかりました、そうします。電話をありがとう。じゃあまた。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
交渉術

交渉がゼロサムゲームとしてとらえられると、当事者の利益・損失とその交渉相手の利益・損失との
総和がゼロになります。しかし双方とも満足できる状況で交渉を成立させることができればもっとも望
ましいでしょう。これを達成するには、交渉戦略の準備と包括的な評価が必須です。どのような点を交
渉対象とするのか、またそれらの優先順位はどうするのかについて、会議の前に社内でコンセンサス
を得ておくことが肝心です。どのような交渉においても、その結果は当事者の知識、能力、対人関係
スキルに直接影響されます。さらに交渉では相手側に関する知識は効果的な戦略と効果的な戦術を確
実なものとするためには欠かせません。

Cal ler Receiver

●  Hello, (James).  This is( Jiro).

●  Oh, Jiro.  How are you this morning?

●  Good, thank you.  I was calling to ask if 
everything is going OK.

●  Oh, tank you, (Jiro).  Yes, so far so good.  
●  You’ve been really helpful and I truly appreciate 

your efforts.

●  Thank you for saying so.  I feel very grateful to 
you, too.  Are you going back to the U.S. soon?

●  Yes, I’m taking a flight tonight.

●  Oh, then, have a safe trip back home!  
●  Give my best to the others.

●  Yes, I will.  Thank you.  Bye for now.

●  Good-bye.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  11
望ましいネゴシエーションのかたちとは？
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〉〉〉	解答 
1…………C
… 岡氏によると、007プロジェクトチームの役割は何ですか？

… A… 歓迎会を開催すること。
… B… ビジネス提携に関する問題を解決すること。
… C… 新しいビジネスの機会を率先して創出する努力をすること。
… D… 007プロジェクトのリスクを最小限にすること。

2…………B
… このプロジェクトに関して総体的に合意されていることは何ですか？

… A… プロジェクトの成功は疑わしい。
… B プロジェクトはほぼ成功する。
… C… 両社ともこのプロジェクトにはあまり期待していない。
 D… プロジェクトはタイミング良よく実施されていない。

propose a toast / 乾杯の音頭を取る

fruitful / 実りの多い

open up / （機会・可能性など）を切り開く

take the lead in～ / ～の先に立って進める

prosperity / 繁栄

uplifting / 励みとなる・楽しくさせる

cuisine / 料理

Part 1　In Person

Unit 12 Invitation to Dinner　 接待

1 s Vocabulary Building

2 s Listening（1）
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〉〉〉	解答
① invite Mr. Oka to propose a toast ② fruitful and constructive

③ open up new possibilities ④ are taking the lead in our efforts

⑤ to the success of ⑥ to the prosperity of

⑦ your uplifting words ⑧ is famous for excellent Japanese cuisine

⑨ go ahead

■ダイアログの訳例

良太：まず、岡部長に乾杯の音頭をとっていただきたいと思いますが。

岡氏： もちろん。皆さん、このほどの会議にて専心努力いただきましてありがとうございました。とても実りが多

く建設的な会議であったと思っております。また、今回の協業の成功は、両社にとってビジネス上新たな

チャンスを切り開く可能性を秘めている、ということを指摘させていただきたく存じます。

トム：まさにそのとおりです。

岡氏： このような取り組みを率先しているのが、まさに007プロジェクトチームの面々ではないでしょうか。そ

れでは、同プロジェクトの成功、両社の繁栄、そして皆さまの健康を祈願しまして乾杯とさせていただき

ます。乾杯！

その他全員：乾杯！

トム：励みとなるお言葉をありがとうございました。

良太：…岡部長、ありがとうございました。皆さん、ここの料亭はすばらしい日本料理で有名です。今夜の献立を

簡単にご説明してもよろしいですか？

トム：もちろん。お願いします、良太。

良太：今夜出されるものは……。

3 s Listening（2）

〉〉〉	解答
①　D　　②　B　　③　G　　④　C　　⑤　E　　⑥　A　　⑦　F
〈1〉…
◎すし
すしには、にぎりずし（江戸前ずし）、巻きずしなど何種類かあります。すしに使う魚介類等を「ねた」と呼びます。
There…are…several…kinds…of…sushi.……There…are…nigiri…(Edomae…Zushi),…makizushi…and…such.……We…call…raw…seafood…or…other…
ingredients…used…to…make…sushi…"neta".
【すしねた】あおやぎ…/… round…clam、赤貝…/…ark…shell、あじ…/…horse…mackerel、穴子…/…conger…eel、あわび…/…abalone、いか…/…
squid、いくら…/…salmon…roe、うに…/…sea…urchin、えび…/…prawn,…shrimp、数の子…/…herring…roe、かつお…/…bonito、たい…/…sea…
bream、たこ…/…octopus、とりがい…/…cockle、とろ…/…fatty…belly…of…tuna、はまち…/…yellowtail、ひらめ…/…halibut、ホタテ貝…/…scallop、
まぐろ…/…tuna、かっぱ…/…cucumber…rolled…in…rice…&…seaweed、てっか…/…tuna…rolled…in…rice…and…seaweed、かんぴょう…/…dried…gourd…
strip

◎すき焼き
すき焼きは、豆腐や野菜などを入れた牛肉煮込み料理で、しょうゆや砂糖、酒で味付けをする。
Sukiyaki…is…a…stewed…beef…dish…with…tofu…and…vegetables…seasoned…with…soy…sauce,…sugar…and…sake.

◎しゃぶしゃぶ
しゃぶしゃぶは、牛肉と野菜の鍋料理。薄切りの牛肉や野菜を熱湯に軽く浸し、ポン酢などのたれで食べる。
Shabushabu…is…a…beef…and…vegetable…hot…dish.……Thinly…sliced…beef…and…vegetables…are…lightly…soaked…in…boring…water…and…
seasoned…with…a…sauce…such…as…ponzu…(vinegary…sauce).

5 s Reading & Writing
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〉〉〉	解答 
1　F （デイビス氏はアメリカに帰る前に谷社長に会いたい）
2　T （谷社長はエコモーターズ社との関係を築くことを願っている）
3　T （デイビス氏の日本滞在は快適であった）

Part 2　Telephone Communication

1 s Listening（1）

〉〉〉	解答 
① I’ll connect you ② extend my gratitude to you

③ hospitality and cooperation ④ was impressed with your strong commitment to

⑤ collaborating with you ⑥ meet your expectations

⑦ last a long time

■ダイアログの訳例

デイビス氏：もしもし。トム…デイビスです。谷社長をお願いします。

秘書：少々お待ちください。おつなぎいたします。

谷社長：こんにちは、トム。どうされましたか？

デイビス氏：ひと言お礼を申したいと思いまして。滞在中のおもてなしとご協力に感謝しております。

谷社長：…ああ、どういたしまして。両社の会議が成功して喜んでおります。皆さんのプロジェクトに対する強い

コミットメントには感銘いたしました。

デイビス氏：はい、このプロジェクトで御社と協力していけることを楽しみにしております。

谷社長： ええ、ご期待に応えられるよう最善を尽くすようにします。そして両社の友好は関係が永く続くように願っ

ております。

デイビス氏：はい、それでは、本当にいろいろとありがとうございました。

谷社長：お気を付けてお帰りください。

デイビス氏：ありがとうございます。では失礼します。

谷社長：さようなら。

2 s Listening（2）
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1… 訳例参照

■訳例
日本企業の特徴

終身雇用、年功序列、企業内組合はよく日本企業の特徴とされます。しかし世界市場で競争力を維持
するために、日本企業はこれらの慣習を再考しなければなりませんでした。これは日本の社会や経済
構造における急速な変化が要因です。今日の長引く不景気のなか、生き残るために採用の慣行を変え
る日本企業が増えています。それらの企業は新規採用を抑え給与は年功序列から能力主義へ移行させ
ています。また非正規雇用者も増加しています。

Cal ler Receiver

●  Hello.  This is (Pat Austin of Century 
Corporation). Could I talk to (Mr. Satoshi Murai, 
please)?

●  Just a moment.  I’ll connect you.  
●  Hello, (Pat).  How can I help you?

●  Hello, (Satoshi).  I just wanted to extend my 
gratitude to you.  We appreciate your hospitality 
and cooperation during our stay.

●  Oh, you are most welcome.  We really hope our 
good relationship will last a long time.  

●  Have a good flight back home.

●  Thank you.  I’m looking forward to seeing you 
again.  Bye for now.

●  Good-bye.

■会話例

4 s Conversation Map

Business Topic s  12
日本企業の特徴とは


