
SITUATION  
　Mrs. Toda is receiving a telephone call from a foreign customer. 
　トダさんは外国の顧客からの電話に応対しています。	

Mrs.Toda : Hello, this is the Mori Company.  
 
Customer: Hello, this is Anderson of  
                 Links Trading Firm. Could I 
                 talk to Mr. Yoshida?  
 
Mrs.Toda : He is having a meeting in the  
                 conference room. Can I take a  
                 message? 

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。 	 	

トダ：　	
もしもし、こちらはモリ商会です。	
	
	
顧客：	
私はリンクス・トレーディングファーム
のアンダーソンと申します。吉田さん
と話せますか？	
	
	
	
トダ：	
彼は今会議室で会議中です。	
ご伝言を承りましょうか？	

Lesson 18  
Talking About Actions That Are Happening Now 

　今現在起こっていることについて話す	

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 

conference     (大きな）会議、カンファレンス 
trading firm    貿易商社 

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。 	

He is having a meeting in the 
conference room. 
 彼は今会議室で打ち合わせ中です。	

1 

2 

3 

4 

receive                  受ける、受領する 
take a message  伝言を受ける      	
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LANGUAGE FOCUS  

彼は今電話に出ています。	

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 18 
Level A2 Business English 

彼女は出張の準備をしていますか？	

彼らは今工場を検査しています。	

ACTIVITY 
練習	

Hints 
ヒント	

finish  　 　　 仕上げる 
marketing      マーケティング 
Planning and Development 
team      
企画開発チーム 

5 

6 

1.  (レポートを書く女性)　 
　　Mari / finish her  
　　marketing report 

Is she making arrangements for a 
business trip? 

He is answering the phone now.  

They are inspecting the factory. 

Most of the factories are not operating 
full time. 

工場の大部分は常には稼働していません。	

Activity 2: Describe what you are doing at work.  
練習2： あなたが今仕事でしていることを言い表してみましょう。	

2.  (会議の様子)   
　　Planning and  
　　Development team /  
　　have a meeting  

Talking About Actions That Are Happening Now　 
今現在起こっていることについて話す	

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。	

Are you working hard? 

Talking About Actions That Are Happening Now 
　今現在起こっていることについて話す	

あなたは一生懸命働いていますか？	

He is having a meeting in the 
conference room. 
 彼は今会議室で打ち合わせ中です。	
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