
SITUATION

Ms. Baily seems to be looking for something on her desk.

ベイリーさんが机の上の何かを探しているようです。

Ms. Baily   : Huh? I wonder where it is…

Mr. Tanaka: Are you looking for something, Ms. Baily?

Ms. Baily   : Yes. I’m looking for the invoice I made just 

a while ago. I think I put it here, but I 

can’t see it.

Mr. Tanaka: Are you sure you put it here?

Ms. Baily   : Yes…Aha, I found the invoice here. It was 

buried under other documents.

Mr. Tanaka: Ms. Baily, you should tidy up your desk.

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。

ベイリー：
あれ？どこかしら…

田中：
何かお探しですか、ベイリーさん。

ベイリー：
ええ。さっき作ったばかりの請求書を探し
ているんです。ここに置いたと思うんです
が見当たらなくて。

田中：
本当にここに置いたんですか？

ベイリー：
ええ…あぁ、請求書ここにありました。
他の書類の下に埋まっていました。

田中：
ベイリーさん、もっと机の上を整頓するべ
きですよ。
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invoice 請求書

buried 埋もれている

tidy up 整頓する

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。

Aha, I found the invoice.
あぁ、請求書ありました。

a while ago さっき、ちょっと前

document        書類
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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 59
Level A2 Business English

Aha, I found the invoice.
あぁ、請求書ありました。

ACTIVITY
練習

5

6

hmm– expressing hesitation

Using Interjections To Express Feelings
気持ちを表す感嘆詞

ah– expressing realization

uh–huh– expressing agreement 

uh–oh– expecting something bad to 

happen

huh?– expressing confusion

phew– expressing relief

Oh no!– expressing disappointment

hmm-ためらいを表す

ah- 認識・理解を表す

uh-huh-同意を表す

uh-oh-何かよくないことが起こると予期する

huh?-困惑を表す

phew- 安堵を表す

Oh no!-失望を表す

Activity : Use an interjection for the situations below.
練習： ここまで習った感嘆詞を用いて、以下の状況の場合の感情を表してみましょう。

Ex. 〈Situation〉 When you find you’ve left an important document at home, which you need for the meeting,
you say…

Oh no! I’ve left the document at home! I need it for the meeting!

1.〈Situation〉When your coworkers tell you that the negotiation has broken down, you say…

.

2. 〈Situation〉When you know that your rival company will buy out your company, you say…

.

3.〈Situation〉When your boss tells you that your promotion has been decided, you say…

.

4.〈Situation〉When you finally get to the destination after a long flight, you say…

. 
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