
SITUATION  

　Mr. Miller is asking Mr. Kimoto about Mr. Yasuda’s visit to the client. 
　ミラーさんはキモトさんにヤスダさんのクライアント訪問について尋ねています。	

Mr. Miller   : This was Mr. Yasuda’s first  
                 visit to that client. Did he ask  
                 you how to get to them in  
                 advance? 
 
Mr. Kimoto: No. He met the client at the  
                 restaurant. He arranged in  
                 advance to meet them there. 
 
Mr. Miller   : I see. 

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。 	

ミラー：	
今回ヤスダさんはそのクライアントを
初めて訪れたのだったね。彼は予め
君に行き方を聞いたかい？	
	
	
	
	
	
キモト：	
いいえ。彼はレストランでクライアント
と会いました。そこで会うように前もっ
て調整していました。	
	
	

	
ミラー：	
なるほど。	

Lesson 54    
Talking About The Past Using Irregular Verbs 

　不規則動詞を使って過去について話す	

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 

in advance   　　　前もって、予め 

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 met the client at the 
restaurant. 

 彼はそのレストランでクライアントと会いました。	
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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 54   

  

Level A2 Business English 

He met the client at the 
restaurant. 
 彼はそのレストランでクライアントと会いました。	

 彼は上司にメールを書いた。	

ACTIVITY 
練習	 Hints 

ヒント	

increase      増やす、上げる 
efficiency    効率 
search engine   検索エンジン 
Google search  グーグル検索 
search phrase   検索語句　　 

5 

6 

She took the subway to visit her client. 彼女は、クライアントを訪ねるために地下鉄に
乗った。	

Talking About The Past Using Irregular Verbs 
不規則動詞を使って過去について話す	

Activity 1: Answer the following questions. 
練習1：　次の質問に答えてみましょう。	

私は今朝重要な書類がなくなっていることに
気づいた。	

1.  How did you go to your client’s office?  
      クライアントのオフィスにはどうやって行きましたか？  

He wrote an e-mail to his boss. 

する・した / 取る・取った / 持つ・持った / 

買う・買った / 取る・取った / 

来る・来た / 行く・行った / 書く・書いた / 

見つける・見つけた / 持つ・持った / 作る・作った / 

言う・言った　等	

do – did / get – got / take – took / 
buy – bought / catch – caught / 
come – came / go – went / write – wrote / 
find – found / have – had / make – made / 
say – said 　　 

2.  What did you do to increase your work efficiency?  
　　あなたは仕事の効率を上げるために何をしましたか？ 

3.  How did you find this information? 
　　どうやってこの情報を見つけましたか？ 

We had a breakfast meeting last week. 

I found some important documents 
missing this morning. 

私たちは先週朝食会を開いた。	

4.  What did the manager say in today’s meeting? 
　　今朝の会議で部長はなんと言いましたか？ 

For example “I found some money on the street yesterday.” 

Talking About The Past Using Irregular Verbs 
　不規則動詞を使って過去について話す	

Activity 2: Use the list of irregular verbs to make any sentence you like. 
練習2：　上の不規則動詞のリストを使って、何か好きな文を作ってみましょう。  
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