
SITUATION  

　Yuko is talking with her coworker Ann about Claire. 
　ユウコは同僚のアンとクレアのことを話してます。	

Yuko: Claire looks pale. How was 
she? 

 
Ann  : She doesn’t feel well. She 

was late for work this 
morning. 

 
Yuko: Really? That’s rare for her! 

She should go home early 
today. 

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。 	 	

ユウコ：　	
クレアは顔色が悪いですね。大丈夫
でしょうか？	
	
	
	
アン： 
彼女は体調が良くないのです。今朝
仕事に遅れてきました。	
	
	
	
	
	
ユウコ：	
本当ですか？珍しい！彼女は今日は
早く帰った方が良いわ。	

Lesson 51   
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 

pale  　　  顔色が悪い 
rare             珍しい 

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。 	

She was late for work. 
 彼女は仕事に遅れてきました。	

1 

2 

3 

4 

not feel well  　　  気分が優れない 

Talking About The Past 
過去のできごとを話す	
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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 51   

  

Level A2 Business English 

 私は報告書を仕上げると疲れ果てた。	

ACTIVITY 
練習	

Hints 
ヒント	

exhausted    疲れ果てる

make the rounds    
巡回する、外回りをする 

5 

6 

3.  He / in the meeting yesterday. 
　　 彼は昨日会議に出席していました。 

I was exhausted when I finished the 
report. 

Talking About The Past  
過去のできごとを話す	

Activity 1: Make sentences with the words below using the past tense. 
練習1：　次の語句を用いて、be動詞過去の文を作ってみましょう。	

He was busy last week with the 
preparation for this ceremony. 

We were very happy with the project. 

They weren’t always late.  
ジョーは自分の昇進の知らせに喜んだ。	

2.   we / happy with the success of the project  
      私たちはプロジェクトの成功を喜んだ。  

Joe was delighted at the news of his 
promotion. 

この式典の準備で彼は先週は忙しかった。	

1.  I / exhausted from making the rounds 
　　 私は外回りをしてきて疲れ果てた。 

Activity 2: Complete the sentences below with your                    
                 own ideas. 
練習2：　あなた自身の立場で次の文を完成させましょう。	

1.  I was　　　　　　　　　　　　yesterday. 
2.  I was                            last month. 

Talking About The Past 
過去のできごとを話す	

彼らはいつも遅れているわけではなかった。	

私たちはこのプロジェクトにとても満足だった。	

She was late for work. 
 彼女は仕事に遅れてきました。	
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