
SITUATION  

 Mr. Wilson is asking Mr. Watanabe whether they can attend the presentation. 

 ウィルソンさんは、ワタナベさんにプレゼンテーションに参加できるか尋ねます。 

Mr. Wilson     : Can you attend the seminar   

                    from next Monday to   

                    Wednesday? 

 

Mr. Watanabe: No, we can’t. We will be  

                    attending the customer   

                    service presentation next  

                    week.  

 

Mr. Wilson     : Okay then, I’ll ask some  

                    other staff members. 

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。   

ウィルソン：  
君たちは来週の月曜から水曜までのセ
ミナーに出席できるかい？ 
 
 
 
 
ワタナベ： 
いいえ、できません。我々は来週、顧客
サービスプレゼンに参加するんですよ。 
 
 
 
 
 
 
ウィルソン： 
了解。じゃあ他のスタッフにあたってみ
よう。 

Lesson 20  
Talking About Continuous Actions In The Future 

未来の継続する動作について話す 

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 

seminar    セミナー、討論会 

customer service    カスタマー（顧客）サービス   

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。  

We will be attending the customer 

service presentation next week. 

 私たちは来週顧客サービスプレゼンに出席します。 
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LANGUAGE FOCUS  
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 20  

  

Level A2 Business English 

飛行機が到着する頃には、我々のスタッフの誰か
がお待ちしています。 

ACTIVITY 
練習 

Hints 
ヒント 

fluently   流ちょうに、すらすらと 

5 

6 

2. What will you be doing this time next year?  

  来年の今頃何をしているでしょうか？ 

One of our staff members will be waiting for 
you when your plane arrives. 

来月早々にはあなたはスターカンパニーと交渉を
始めているでしょう。 

3.  Where will you be working in five years?  

   ５年後にはどこで働いているでしょうか？   

Talking About Continuous Actions In The Future 
未来の継続する動作について話す 

Activity : Answer the questions below. 
練習： 以下の質問に答えてみましょう。 

You will be negotiating with Star Company 
early next month. 

あのチームはかつてなく忙しい。彼らは今夜も残
業するでしょう。 

That team is busier than ever. They will be 
working overtime tonight. 

4. What will you be doing in ten years?  

     １０年後には何をしているでしょうか？  

We will be dealing with a local supplier in a 
few months. 

In five years time I won’t be living here. 

Will you be working here in ten years time? 

私たちは数ヶ月で現地のサプライヤーと取引して
いるでしょう。 

1. Will you be speaking English fluently 
this time next year?  

   来年の今頃は英語をすらすら話しているでしょうか？ 

５年後には私はここに住んでいないでしょう。 

１０年後あなたはここで働いているでしょうか。 

Talking About Continuous Actions In The Future 

未来の継続する動作について話す 

We will be attending the customer 

service presentation next week. 

 私たちは来週顧客サービスプレゼンに出席します。 
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