Leve1 A1 Business English

Lesson 60

Talking About Something Happening
While Doing Something Else
何か他のことをしている間に起こったできごとについて話す

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I was talking with my
client when you called.
あなたが電話した時、私はお客さんと話していました。

2 SITUATION
状況
Mr. Jones couldn’t answer the phone when Ms. Kato called.
加藤さんが電話した時、ジョーンズさんは電話に出られませんでした。

DIALOGUE
3 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。

Mr. Jones: I’m sorry I couldn’t answer the
phone. I was talking with my
client when you called.
Ms. Kato : That’s OK. It was not urgent.
I just wanted to let you know
that Mr. Miller called around
2 o’clock.

ジョーンズ：
電話に出られなくて申し訳あり
ませんでした。電話を下さったと
き、お客さんと話していました。

加藤：
大丈夫ですよ。急ぎではありま
せんでした。ただ、2時頃ミラー
さんからお電話があったことを
お知らせしたかったんです。

ジョーンズ：
分かりました。ありがとうござい
ます。

Mr. Jones: OK. Thank you.
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。

answer
urgent

答える
緊急の

know
around

知る
頃
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I was talking with my
client when you called.
あなたが電話した時、私はお客さんと話していました。

Something Happening While Doing Something Else
何か他のことをしている間に起こったできごと

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。

What were you doing when
he called?
I was watching TV when
he called.

彼が電話した時、何をしていましたか？

彼が電話してきたとき私をテレビを観ていま
した。

6 ACTIVITY
練習
Activity1 :Look at Tom’s working schedule below for yesterday and answer the questions.
練習1： 下記のゲリーのスケジュールを見ながら、あなたが昨日何をしていたかを答えましょう。

Tom’s working schedule
check
e-mails
09:00

team
meeting

10:00

e-mail & call
customers
11:00

12:00

lunch

visit AB
company
13:00

meeting with visit YZ coffee meeting paperwork
Mr. Jones
company with Mr. Miller
14:00

15:00

16:00

17:30

e.g. What were you doing when Tom was having lunch?
A. I was watching TV when Tom was having lunch.
1.What were you
2.What were you
3.What were you
4.What were you
5.What were you

Hints
ヒント

doing when Tom was starting work?
doing when Tom was having a coffee meeting with Mr. Miller?
doing when Tom was at AB company?
doing when Tom was e-mailing his customers?
doing when Tom was doing paperwork?

visit
訪問する
coffee meeting 打ち合わせ

paperwork 事務処理
customer 顧客
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18:30

