
SITUATION

Mr. Suzuki and Mr. White are talking about the company picnic.

鈴木さんとホワイトさんは会社のピクニックの話をしています。

Mr. White  : Mr. Suzuki, are you going to take 

your family to the company picnic this 

year?

Mr. Suzuki: I’m afraid I can’t. My wife works and 

the children have school on Saturdays.

Mr. White  : Oh, didn’t you know? The company 

picnic is on Sunday this year so that 

the families can come.

Mr. Suzuki: Really? I didn’t know that. 

DIALOGUE

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。

ホワイト：
鈴木さん、今年はご家族を会社のキャンプに
連れてこられるんですか？

鈴木：
それが無理そうなんです。土曜日は妻も仕事
をしておりますし、子供は学校がありますし。

ホワイト：
おや、ご存じなかったですか。今年は会社の
ピクニックは日曜日なんですよ。家族も参加
できるようにね。

鈴木：
本当ですか？それは知らなかったです。

Lesson 10
Prepositions Of Time

時を表す前置詞

今日のフレーズ
PHRASE OF THE DAY

VOCABULARY

状況

ダイアログ

語い

Level A2 Business English

take A to B AをBに連れていく

so that… …であるように

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。

The company picnic is on Sunday.
会社のピクニックは日曜日です。
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LANGUAGE FOCUS 

Preposition of Time
時を表す前置詞

今日のポイント

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。

Lesson 10
Level A2 Business English

The company picnic is on Sunday.
会社のピクニックは日曜日です。

ACTIVITY
練習

Activity 1: Complete the conversations below using the words or phrases in [    ] .

You can add any words or phrases you like.

練習1： [    ]内の語句を用いて、会話を完成させましょう。語句は自由に付け加えてかまいません。

Activity 2: Tell your tutor about something you’re going to do in near future 

or something you’ve done recently, using at / in / on.

練習2： at, in, onを使って、近いうちにする予定の出来事や最近行った出来事を先生に話してみましょう。
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1. A: Shall we go drinking after work today?

B: I’m sorry, but I have an appointment with… [at]

2. A: When are you planning to launch a new project?

B: We’re going to… [in]

3. A: When is it convenient for you to meet us?

B: I can come to your office… [on] 

The strategy meeting starts at 10:00. 

I have an appointment to meet Mr. Bush at noon.

We started to sell the product in September.

In the spring, YY Corp. hopes to open a 

branch office in the States.

ON : For Days and Dates

IN ： For Periods of Time

Please make the reservation on Wednesday.

He will be away on business on May 5th.

AT ： For a Precise Time
戦略会議は１０時に始まります。

ブッシュさんと正午にお会いする約束をして
います。

我が社は９月にその製品の販売を開始しま
した。
今春、YY商事はアメリカに支店をオープン
させたいと考えています。

水曜日にご予約ください。

彼は５月５日は仕事で不在です。

Prepositions Of Time

時を表す前置詞

AT：ぴったりの時刻に

IN：幅のある時間に

ON：曜日や日付に

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 


