Level B1 General English

When and While To Describe Actions

Lesson 17

When とWhile 使い分け

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

He was crossing the street when the
car hit him.
車が彼にぶつかった時、彼は道を横切っていました。

2 SITUATION
状況
Yumiko is explaining to the doctor about a car accident.
ユミコは医師に自動車事故の状況を説明しています。

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。

Doctor : Would you explain the circumstances of the

accident?
Yumiko: He was crossing the street when the car hit

him. The traffic signal was green.

医師：
事故が起こった時の状況を説明して
いただけますか？
ユミコ：
彼が車にはねられた時、彼は道を横
切っていました。信号は青でした。

医師：
あなたは何をしていたのですか？

Doctor : What were you doing at that time?
Yumiko: I was just behind him and crossing with our

friend.

ユミコ：
私は彼の後ろで、友達と一緒に道路
を渡っていました。

医師：
どなたか彼のご家族に連絡を取りま
したか？

Doctor : Has someone informed his family?
Yumiko: I contacted them as soon as it happened. How’s

his condition?

ユミコ：
事故があってすぐ連絡を取りました。
彼の容態はどうですか？
医師：
容態は落ち着いていて、今は眠って
います。

Doctor : He is stable and sleeping for now.

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。

circumstances
inform 知らせる

状況

as soon as 直ぐに
stable 落ち着いた、安定した
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

He was crossing the street when the
car hit him.
車が彼にぶつかった時、彼は道を横切っていました。

Using When and While to Describe Actions Happening At
The Same Time
WhenとWhileの使い分け
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。

When
I was talking on the phone when I heard a
crash.

その衝突音を聞いたとき私は電話をしていました。

I was riding the train to work when it suddenly
stopped.

突然電車が止まった時、私は出勤のためその電車に
乗ってました。

When we got home, the children were sleeping.

私たちが帰宅したとき、子供たちは寝ていました。

While
While we were waiting for the bus, it started
to rain.

私たちがバスを待っている間に雨が降ってきた。
彼はテレビを見ながら寝てしまった。

He fell asleep while he was watching TV.
You shouldn’t talk on the phone while you
are driving.

運転中は電話で話すべきではない。

6 ACTIVITY
練習

Activity 1: Connect these two sentences using when or while.
課題： 以下の２つの文を、WhenかWhileを用いて繋げ、（カッコ）の単語の時制を変えてみましょう。

EX) Matt burned his hand ( while ) he (was cooking ) the curry
1.

Julie was waiting for us (

)

we ( arrive ) at the airport

2.

Someone stole his car (

)

he ( sleep ) last night.

3.

I was studying English (

)

she ( call ) me last night.

Activity 2: Tell your tutor about the following situations using when and while.
課題2： 以下の２つの文を、WhenかWhileを用いて繋げ、（カッコ）の単語の時制を変えてみましょう。

1. something funny you saw recently
2. a memory you have
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