
SITUATION  

　Mr. Tokai is reporting the result of the negotiation to his manager. 
　トカイさんは、交渉の結果をマネージャーに報告しています。	

Mr. Tokai: We negotiated the unit price　 
                  with them. We offered a 5 yen  
                  discount per unit. 
 
Manager: What did they say? 
 
Mr. Tokai: They weren’t satisfied with  
                  the results. They want a   
                  bigger discount. 

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。 	

トカイ：	
私たちは彼らと単価について交渉し
ました。我々は単価５円の値引きを
申出ました。	
	
	
	
マネージャー：	
彼らは何といいましたか？	
	
	
トカイ：	
彼らはその結果に満足していません
でした。さらなる値引きを要求してい
ます。	

Lesson 52   
Using Was/Were In Questions 

Was/Wereを使って質問する　	

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 

satisfied  　　満足した 
discount       値引き 

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。 	

They weren’t satisfied with 
the results. 
 彼らはその結果に満足していませんでした。	

1 

2 

3 

4 

offer                申出る、提供する 
unit price        単価 
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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 52   

  

Level A2 Business English 

They weren’t satisfied with 
the results. 
彼らはその結果に満足していませんでした。	

彼は現状に満足していなかった。	

ACTIVITY 
練習	

Hints 
ヒント	

sloppy         だらしない、杜撰な 

worn out 　       疲れ切った 

on schedule 　  予定通りで　　 
behind schedule    
予定より遅れて  

5 

6 

3.  The project was on schedule. 
　　そのプロジェクトは予定どおりだった。 

“Were you a member of the sales promotion 
team last year?”  
– “Yes, I was.” 

「あなたは去年販売促進チームのメンバーだった
のですか？」 
「はい、そうでした。」	

Using Were/Was in Questions and Negative Form 
Were/was の疑問文・否定文での使い方	

Activity 1: Change the sentences below into the negative form or questions. 
練習1：　次の文を否定文または疑問文にしてみましょう。	

I was late for work today. The train was not 
on schedule. 

彼女はルーチン業務を始める気にならなかった。	

2.  You were worn out after a hard day.  
     あなたは忙しい一日で疲れ切っていた。  

He was not content with the status quo. 

Was the food okay? 

私は今日遅刻しました。電車が予定通り来なかっ
たのです。	

1.  The boss was angry with his sloppy work. 
　　上司は彼のいい加減な仕事に怒っていた。 

She was not willing to start her routine. 

She wasn’t happy with her present. 

Activity 2: Ask and answer questions with your tutor.  
練習2：　先生と質問のやり取りをしてみましょう。	

Using Was/Were In Questions 
Was/Wereを使って質問する　	

彼女はプレゼントに満足していなかった。 

食べ物は大丈夫でしたか？	
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