
Reporting                
報告する



•自分の意見/考えを明確にする

•自分の意図する内容を、論理的に且つ

シンプルに伝える
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GOAL
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Today’s Theme



4

Sample

Subject: Project behind schedule

①

②

③

背景説明

（相手が何の前情報も持たない場合）

報告内容及び理由など

対応策・改善策

件名：プロジェクトの進行が遅れています

ベル様

プロジェクトの進行が期待ほど早くないこ
とをご報告いたします。原因は、主要メン
バーが頻繁に他の雑用に時間をとられるこ
とにあるようです。部内にその雑用を処理
する人員を増やしてメンバー達がプロジェ
クトに集中できるよう改善することを提案
いたします。

Dear Mr. Bell,

I would like to report that the project is not 

moving as fast as we expected.

This is because the key members have often 

been interrupted by other time-consuming tasks. 

I would suggest that the department hire some 

people to take care of the tasks so that the team 

can concentrate only on the project. 

Best regards,

①

②

③



Useful Expressions and Words
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1. The following has been decided at 

the meeting. 

2. As a result of our successful cost 

reduction, we can calculate some 

increase in profit.

3. This is the best we can do so far.  

4. Every complaint should be 

reported.

5. We would like to conclude that… 

6. This number shows a decrease in 

our income.

1. 会議で以下のように決定されました。

2. 経費削減の結果、いくらかの増益が見込めそうです。

3. 今までのところこれが精一杯の線です。

4. クレームはすべて報告しなければなりません。

5. …であると結論付けたいのですが。

6. この数字が減収を示しています。



Useful Expressions and Words
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1. 欠陥品、不良品

defect

3. 目標にする

target

5. 個々が提出すること

individual submission

2. 100個ごとに

in every hundred

4. その条件下で

under the condition

6. 少し

slightly



Exercise 1
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以下の報告メールを英語で書きましょう。



Exercise 1

8

Subject:

Dear Team members,

報告内容: 
会議で、各自ウィークリーレポートを提出する旨決定されました。
第一回目の提出期限は来週月曜の10時です。



Exercise 1
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報告内容: 
会議で、各自ウィークリーレポートを提出する旨決定されました。
第一回目の提出期限は来週月曜の10時です。

Submission of a weekly report

The first submission should be 

made by 10 am next Monday.

Thank you,

Subject: 

Dear Team members,

The idea of an individual submission of a weekly report has                             

been decided at the meeting. 



Exercise 2
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報告内容: 
3回目のテストの結果、1,000個につき3個の不良品が出ました。目標にしていた数より少し多
いですが、現在の条件下ではこれが精一杯の線だと思われます。

Subject:

Dear Mr. Harden,



Exercise 2
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報告内容 : 
3回目のテストの結果、1,000個につき3個の不良品が出ました。目標にしていた数より少し多
いですが、現在の条件下ではこれが精一杯の線だと思われます。

Defect rate 0.3%

Dear Mr. Harden,

As a result of the third testing, there are three defects in 

every one thousand. 

Subject: 

This number is slightly higher than 

we planned. However, we would like to conclude that 

this is the best we can do under the current conditions.

Regards,
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