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この Unit では、自分の働いている会社を紹介する表現を学びます。 
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・ be listed on the stock exchange 
  上場している 
 
・ Our company was established . . . 

我が社は○○に設立されました 

 
・ We’ll expand . . . 

我々は○○を拡大します 
 
 

 

1 Our company is listed on the stock exchange. 

我が社は上場しています。 

2 Our company was established in 1984. 

我が社は 1984 年に設立されました。 

3 We’ll expand our business abroad. 

我々は海外にビジネスを拡大します。 

Target Expressions 

Examples 
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SET 1 
1 Our company is (  ) on the stock exchange. 

我が社は上場しています。 
2 Our company (  ) (  ) in 1984. 

我が社は 1984 年に設立されました。 
3 We’ll (  ) our business abroad. 

我々は海外にビジネスを拡大します。 
 
SET 2 

1 TK Company is (  ) on the stock exchange market. 
TK 社は上場しています。 

2 Our company (  ) (  ) 5 years ago. 
我が社は 5 年前に設立されました。 

3 We’ll (  ) our target market to the USA. 
我々はアメリカにターゲット市場を拡大します。 

 
SET 3 

1 KM corporation was (  ) on the stock market last year. 
KM 社は昨年上場しました。 

2 Our company (  ) (  ) in last July. 
我が社は昨年 7 月に設立されました。 

3 We’ll (  ) our investment abroad. 
我々は海外に投資を拡大します。 

 
 
 
 

Gap-fill 
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[1] 
Chloe Is your company publicly traded? 

御社（の株式）は公開されていますか？ 
Takashi Yes. Our company is listed on the stock exchange. 

もちろんです。我が社は上場しています。 
 
[2] 
Takashi Our company was established in 1984. 

我が社は 1984 年に設立されました。 
Chloe Really? Our company was established in the same year. 

本当ですか？我が社も同じ年に設立されたのです。 
 
[3] 
Chloe What's your company's plan for the next few years? 

向こう数年の御社の計画は何ですか？ 
Takashi We'll expand our business abroad. 

我々は海外にビジネスを拡大します。 
Chloe That sounds exciting. Which country will you expand to? 

それは楽しみですね。どの国に拡大されるのですか？ 
Takashi It depends on the market analysis, but we are considering a country in Southeast Asia.

市場調査の結果次第ですが、東南アジアの国を考えています。 
 
  

Dialog 
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be listed on . . . ○○に上場している 
stock exchange 株式取引所 
stock market 株式市場 
million 100 万 
expand 拡大する 
It depends on  ○○による 

market analysis 市場調査 
Southeast Asia 東南アジア 

 
 
 
 

Vocabulary 


