
SITUATION  

 Mr. Lee is talking with Yutaka, who joined the company one year ago. 

 リーさんは入社して一年経つユタカと話しています。 

Mr. Lee: It has been almost one year  

              since you joined us. Are you 

enjoying your job? 

 

Yutaka : Yes. Time passes by really   

               fast. This time last year I  

               was studying for university  

               exams.  

 

Mr. Lee: You’ve grown a lot since then. 

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。  

リー： 
君が我が社に入ってからもうすぐ 
一年だね。仕事を楽しんでるかい？ 
 
 
 
 
ユタカ： 
はい。時が過ぎるのは本当に早い 
です。去年の今頃僕は大学の試験 
勉強をしていました。 
 
 
 
 
 
リー： 
君はその時からずいぶん成長したよ。 

Lesson 53    
Talking About Continuous Actions In The Past 

 過去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 

since    ～して以来 

grow        成長する 

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。  

This time last year I was studying for 

my university exams. 

 去年の今頃私は大学の試験勉強をしていました。 
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join          ～に加わる 

pass by     通り過ぎる、過ぎ去る 
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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 53   

  

Level A2 Business English 

昨日の夜８時、我々はまだその問題について
話し合っていました。 

ACTIVITY 
練習 

Hints 
ヒント 

graduation thesis   
卒業論文 

tackle     取り組む 

challenging    
難しいがやりがいのある   

5 

6 

When my plane arrived, Mr. Cummings 

was waiting to meet me. 

私の飛行機が到着したとき、カミングス氏が迎え
に来ていました。 

Talking About Continuous Actions In The Past 
過去の継続する動作について話す 

Activity 1: Make sentences with the words below. 
練習1： 次の語句を用いて文を作ってみましょう。 

Who were you talking to in the elevator 

this morning? 
今朝あなたはエレベーターで誰と話していましたか？ 

2.  Akira / tackle a challenging project / last fall  

     アキラは去年の秋大変なプロジェクトに取り組んでいました。  

We were still discussing the matter at 

8:00 p.m. yesterday. 

私は先月大きなプロジェクトに取り組んでいました。 

1. She / finish her graduation thesis / at this 
time last year 

  彼女は去年の今頃卒論を書いていました。 

I was tackling a big project last month. 

Activity 2: Answer the questions below. 
練習2： 次の質問に答えてみましょう。 

1. Were you working late last night?  

  あなたは昨夜遅くまで働いていましたか？ 

2.  What were you doing at this time last year? 

  去年の今頃あなたは何をしていましたか？ 

Talking About Continuous Actions In The Past 

 過去の継続する動作について話す 

This time last year I was studying for 

my university exams. 

 去年の今頃私は大学の試験勉強をしていました。 
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