Level A2 Business English

Lesson 62

Talking About Imaginary Past Events
過去の事実と異なることを仮定する

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

If I had arrived earlier, I would
have met him.
もっと早く到着していたら、彼に会えていたでしょう。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Simon arrives at his office later than usual and finds that Mr. Peck has gone.
サイモンさんはいつもより遅くオフィスに到着しました。先ほどまでペックさんがいたと知ります。

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。 	

Mr. Taylor: Mr. Simon, you’re back later than
usual.
Mr. Simon: Yes. I had an appointment to see
someone in the morning, and then I
had lunch.
Mr. Taylor: Mr. Peck left a while ago. He said he
dropped in to see us as he was in the
area on business.
Mr. Simon: Oh really? If I had arrived earlier, I
would have met him.

テイラー：
サイモンさん、今日はいつもより遅
い出勤ですね。
サイモン：
ええ。午前中人と会う約束があった
ので。あと昼食も食べてきました。

	
テイラー：
つい先ほどペックさんが帰られまし
た。仕事で近くまで来たので、私たち
に会いに寄ったとおっしゃってました
よ。
サイモン：
え、本当ですか？もっと早く到着して
いたら、彼に会えていましたね。	

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。 	

a while ago
on business

少し前に	

drop in to～

～しに立ち寄る	

仕事で
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

If I had arrived earlier, I would
have met him.
もっと早く到着していたら、彼に会えていたでしょう。	
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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。 	

If you had chosen a more polite word, you
wouldn’t have offended the customer.

もっと丁寧な言葉を選んでいたら、お客様を怒ら
せるようなことにはならなかっただろう。

(=As you didn’t choose a more polite word, you offended the customer.)

If we hadn’t achieved our target sales, we
couldn’t have got additional support from
banks.

今期の目標を達成していなかったら、銀行から追
加融資を受けることはできなかったでしょう。

(=As we achieved the target sales, we could get additional support from
banks.)

If proper measures had been taken, such an
accident wouldn’t have happened.

対策がきちんと講じられていたなら、そのような事
故は起こらなかったでしょう。

(=Proper measures were not taken so the accident happened.)

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Change these sentences into 3rd conditional.
練習1： 以下の文章を仮定法過去完了に書き換えましょう。	

1.

Because I visited Mr. Jobs without an appointment, I couldn’t see him.

2.

Because our product was used in a famous TV program, we received a lot
of inquiries.

3.

We ran out of stock because we didn’t order enough.

Activity 2: Make 3rd conditional sentences about yourself and your company.
練習2： 自分自身や会社のことを、仮定法過去完了（～だったら…だろうに）を使って表してみましょう。	
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