Level A2 General English

Lesson 12

Actions Happening At The Moment
今現在起こっていること	

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

He is waiting for us
at the station.
彼は駅で私たちを待っています。	

2 SITUATION
状況	
Miki and John are driving to the station to pick up Akira.
ミキとジョンはアキラを迎えに駅に（車で）向かっている
ところです。

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。 	

Miki : Is Akira coming today?
John: Yes, he is. He called me this morning.
He is waiting for us at the station.
Let’s go pick him up.
Miki : OK, it will be fun to drive together.

ミキ：	
今日アキラは来るの？	
	
	
ジョン：	
来るよ。今朝電話をくれたんだ。	
彼は駅で僕たちを待っているよ。	
迎えに行こう。	
	
	
	
ミキ：	
うん、一緒にドライブするときっと	
楽しいね。	

4 VOCABULARY	
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。 	

pick ～ up / pick up ～ ～を迎えに行く	
will be ~ ～だろう、きっと～になるね
waiting for ～を待つ
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

He is waiting for us at the station.
彼は駅で私たちを待っています。	

Present Continuous : Be + Verb + ing
Actions Happening at the Moment
現在進行形：be + 動詞 + ing

今現在起こっていること	

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。 	

The students are playing football now.

生徒たちは今サッカーをしています。	

I am studying English for tomorrow’s exam.

私は明日の試験のために
英語を勉強しているところです。	

Mari is talking on the phone with her boyfriend.

マリは今電話でボーイフレンドと話しています。	

Ken is doing his homework now.

ケンは宿題をしています。	

Where is Yusuke? 	
-He is fixing his bike in the garage.

ユウスケはどこにいるの？
-ガレージで彼のバイクを修理しているよ。	

6 ACTIVITY
練習	
Activity 1: Describe what the person is doing in the photos below.
練習1： 下の写真の中の人が何をしているか、言い表してみましょう。	

1.

2.

Hints

ヒント	

son

息子	

entrance examination 入学試験	
husband 夫 	
	
inquire 質問する、尋ねる	
my son
study for entrance
examinations

my husband
inquire at the information desk

information desk 受付	

Activity 2: Describe what you are doing now.
練習2： あなたが今何をしているか、言い表してみましょう。	
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