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No

日数

分類

日本語

英語

1

1日目 Ⅰ.開始(1)

プレゼンを始めてもよろしいでしょうか。

May I start the presentation?

2

1日目 Ⅰ.開始(2)

資料をお配り致します。

Here are the handouts.

3

1日目 Ⅰ.開始(3)

みなさん、資料はお持ちですか。

Has everyone received the handouts?

4

1日目 Ⅰ.開始(4)

プレゼンは30分程度です。

The presentation will be about 30 minutes.

5

1日目 Ⅰ.開始(5)

6

1日目 Ⅰ.開始(6)

7

1日目 Ⅰ.開始(7)

8

1日目 Ⅱ.導入(1)

9

1日目 Ⅱ.導入(2)

10

1日目 Ⅱ.導入(3)

このプレゼンには3つの項目があります。

We have three topics in this presentation.

11

1日目 Ⅱ.導入(4)

最初の項目から始めましょう。

Let's start from the first topic.

12

2日目 Ⅱ.導入(5)

まず、背景を説明します。

First, let me share some backgrounds.

13

2日目 Ⅱ.導入(6)

この図は、私が今日お話しすることを示して
This chart shows what I will talk about today.
います。

14

2日目 Ⅱ.導入(7)

これで導入部分を終わります。

Now I just finished the introduction part.

15

2日目 Ⅲ.本論(1)

当社の現状をお話ししました。

I just talked about our company's current situation.

16

2日目 Ⅲ.本論(2)

次のポイントに移ります。

Let's move on to the next point.

17

2日目 Ⅲ.本論(3)

ご注目いただけますか。

May I have your attention?

18

2日目 Ⅲ.本論(4)

これをご覧ください。

Please take a look at this.

19

2日目 Ⅲ.本論(5)

ご覧の通り、このグラフによると当社の採用 As you can see, this graph shows that our hiring is
は増えているのがわかります。
increasing.

20

2日目 Ⅲ.本論(6)

例をあげましょう。

Here's an example.

21

2日目 Ⅲ.本論(7)

資料は最近の動向を示しています。

This handout shows the latest trends.

22

2日目 Ⅲ.本論(8)

7ページをご覧ください。

Please look at page 7.

23

3日目 Ⅲ.本論(9)

24

3日目 Ⅲ.本論(10)

25

3日目 Ⅲ.本論(11)

26

3日目 Ⅲ.本論(12)

27

3日目 Ⅲ.本論(13)

28

3日目 Ⅲ.本論(14)

29

3日目 Ⅲ.本論(15)

30

3日目 Ⅲ.本論(16)

これが大事な点です。

This is the key point.

31

3日目 Ⅲ.本論(17)

理由は、離職率が上昇していることです。

The reason is that the turnover rate is increasing.

32

3日目 Ⅲ.本論(18)

ここで、私の考えを述べさせてください。

Now, let me tell you what I think.

33

3日目 Ⅲ.本論(19)

最初に取り組まなければならないのは、顧客 The first thing we need to work on is to improve our
満足度の改善です。
customer satisfaction.

34

4日目 Ⅲ.本論(20)

選択肢がいくつかあります。

プレゼンのあとで質疑応答の時間がありま
す。
私たちのプロジェクトについてプレゼンの機
会をいただきありがとうございます。
始める前に、簡単に自己紹介をさせてくださ
い。
今日は私たちの新しいプロジェクトについて
お話します。
まず今日のトピックの内容を簡単に説明しま
す。

このグラフから判断すると、価格は上昇して
います。
その点についてもう少し詳しく説明させて下
さい。
これらは私たちが対応しなければならない問
題です。
この問題についてさらに詳しくお話ししたいと
思います。
主な問題は人員が十分でないことです。

The presentation will be followed by a Q&A session.
Thank you so much for giving me the opportunity to
introduce our project.
Before I get started, let me briefly introduce myself.
Today I'm going to talk about our new project.
I'd like to start with a brief explanation of today's topic.

Judging from this graph, prices are increasing.
Let me tell you a little more about that point.
These are the issues we need to address.
I'd like to discuss these issues in more detail.
The main problem is that we don't have enough people.

状況を改善するためのいくつかの提案をした I'd like to make some suggestions to improve our
いと思います。
situation.
私の提案の一つは、社員のモチベーションを
One of my suggestions is to motivate our employees.
上げることです。

We have some options.
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35

4日目 Ⅲ.本論(21)

この問題に集中すべきです。

We should focus on this issue.

36

4日目 Ⅲ.本論(22)

どうしたらこれを実現できるでしょうか。

How can we make this happen?

37

4日目 Ⅲ.本論(23)

代替案があります。

Here's an alternative.

38

4日目 Ⅲ.本論(24)

補足資料をご覧頂けますか。

Could you refer to the appendix?

39

4日目 Ⅲ.本論(25)

表は昨年と今年の状況を比較したものです。

The table compares the situations of last year and this
year.

40

4日目 Ⅲ.本論(26)

これによって売上が50％増加します。

This will increase the sales by 50%.

41

4日目 Ⅲ.本論(27)

42

4日目 Ⅲ.本論(28)

43

4日目 Ⅲ.本論(29)

44

4日目 Ⅲ.本論(30)

これによって顧客からの問い合わせが30％
This will decrease the customer's inquiries by 30%.
削減されます。
どのように私たちのサービスを変えられる
Do you have any ideas how to change our service?
か、何か方法を思いつきますか？
一つの方法としては、Webシステムの改善が
One way is to improve our Web system.
あります。
違った角度からこれを考えてみましょう。

Let's look at this from a different point of view.

この数字は、私達の直接のサポートを必要と This figure shows the number of customers who need
している顧客の数です。
our direct support.
これは私たちのブランド価値を上げる絶好の
This is a great opportunity to increase our brand value.
機会です。

45

5日目 Ⅲ.本論(31)

46

5日目 Ⅲ.本論(32)

47

5日目 Ⅲ.本論(33)

この点を強調したいと思います。

48

5日目 Ⅲ.本論(34)

それが効果的である理由がわかりましたね。 You can see why it works.

49

5日目 Ⅲ.本論(35)

採用の話に戻りましょう。

50

5日目 Ⅲ.本論(36)

次のトピックに進む前に、人事評価の問題に Before I move on to the next topic, let me touch on
ついて触れておきましょう。
the issue of performance evaluation.

51

5日目 Ⅲ.本論(37)

いままでのところは大丈夫ですか。

So far so good?

52

5日目 Ⅲ.本論(38)

それについては、後ほど触れます。

I'll talk about it later.

53

5日目 Ⅳ.結論(1)

最後に要点をまとめさせてください。

In closing, let me summarize the key points.

54

5日目 Ⅳ.結論(2)

これで私のプレゼンは終わります。

This concludes my presentation.

55

5日目 Ⅳ.結論(3)

ご清聴ありがとうございました。

Thank you for listening.

56

6日目 Ⅴ.質疑応答(1)

ご質問はありますか。

Do you have any questions?

57

6日目 Ⅴ.質疑応答(2)

ご質問ありがとうございます。

Thank you for asking.

58

6日目 Ⅴ.質疑応答(3)

なんておっしゃいましたか？

Excuse me?

59

6日目 Ⅴ.質疑応答(4)

いい質問ですね。(時間稼ぎに使えます）

That's a good question.

60

6日目 Ⅴ.質疑応答(5)

調べて後ほど回答します。

I'll find out and get back to you later.

61

6日目 Ⅴ.質疑応答(6)

もう一度言っていただけますか。

Could you repeat it?

62

6日目 Ⅴ.質疑応答(7)

私の理解が正しいか確認させてください。

Let me make sure I understand correctly.

63

6日目 Ⅴ.質疑応答(8)

その質問への回答は「Yes」です。

My answer to that question is yes.

64

6日目 Ⅴ.質疑応答(9)

すみません、時間が足りなくなりました。

I'm sorry, we ran out of time.

65

6日目 Ⅴ.質疑応答(10)

ご質問はEメールでお送りください。

You can send me your questions by e-mail.

I'd like to emphasize this point.

Let's go back to the issue of hiring.
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