Level A2 Business English

Lesson 72

Using It To Talk About Distance, Time And Weather
距離や時間、天候を表すit

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

The map says it’s just over
two kilometers away.
地図によると2キロちょっと離れたところにあります。

2 SITUATION
状況
Mr. Aota and Ms. Baily are going to an exhibition hall,
but they don’t know how to get there so they are checking a map.
青田さんとベイリーさんは展示場へと行こうとしていますが、
どうやって行ったらよいのかよくわからないので、地図を確認しています。

3 DIALOGUE
ダイアログ
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。

Ms. Baily: How should we get to the exhibition hall
from here?

ベイリー：
ここから展示場へはどうやって行けばい
いのでしょう。

Mr. Aota : Let me see…The map says it’s just over
two kilometers away.

青田：
そうですね…地図によると2キロちょっと
離れたところにあるみたいです。

Ms. Baily: It’ll take a little long to walk there. We
don’t have much time left, so shall we take
a taxi?

ベイリー：
歩いていくのは時間がかかりますね。あ
んまり時間もないですから、タクシーに乗
りましょうか。

Mr. Aota : Yes, I think that’s a good idea. Where can
we get a taxi?
Ms. Baily: Oh, there’s a taxi stand over there!

青田：
そうですね、それがいいと思います。どこ
でタクシーは捕まえられますかね。
ベイリー：
あ、あそこにタクシー乗り場があります
よ！

4 VOCABULARY
語い
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。

exhibition
taxi stand

展示

just over～

～を少し超えた

タクシー乗り場
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

The map says it’s just over
two kilometers away.
地図によると2キロちょっと離れたところにあります。

Using It to Talk About Distance, Time and Weather
Itを使って距離や時間、天候を表す

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again 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。

TALKING ABOUT DISTANCE

距離を表す
この本によるとスカイツリーまではここから歩いてす
ぐだそうです。

This book says it’s a short walk from here to
Tokyo Sky Tree.
It’s very far from here to the hotel.

ここからそのホテルまではかなり遠いですよ。
日時を表す

TALKING ABOUT TIME OR DATE
It was already 6:30 when I came back to the office.

私がオフィスに帰ってきた時はもう6時半になってい
ました。

It will have been 30 years since our company was
established next month.

我が社は来年創業30周年を迎えます。

TALKING ABOUT WEATHER

天候を表す

It had been snowing severely during the
conference.

会議中ずっと激しい雪でした。

It was windy enough to blow off the advertising
display yesterday.

昨日は風がとても強くて、看板が飛ばされるほどでし
た。

6 ACTIVITY
練習

Activity1: Please answer your tutor’s questions.
練習１：先生の質問に答えましょう。

1. Tutor: How was the weather there yesterday?
You :
.
2. Tutor: What time is it there now?
You :
.
3. Tutor: How long does it take for you to get to your office?
You :
.
Activity 2: Make questions to your tutor, using ‘it’.
練習2： 先生に特別用法のitを用いた質問をしてみましょう。
練習1の質問をしてもかまいませんし、新たに考えてもかまいません。
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