
SITUATION

Mr. White asks Ms. Graf to fill out the documents and send back them to the other 

company.

ホワイトさんはグラフさんに、書類に必要事項を記入して先方に返送するよう頼みます。

Mr. White: Here are two copies of the contract and 

related documents. Fill out the forms 

and send one copy to M&M Inc. please.

Ms. Graf : Certainly. To whom shall we send the 

documents?

Mr. White: Please send them to Mr. Eric White in 

the sales department. Keep one copy in 

the office.

Ms. Graf  : Sure. By when should I do it?

Mr. White: Within a week, please.

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。

ホワイト：
こちらが契約書と関連書類２部です。
書面に記入の上、１部をM&M社に送っ
ておいてください。

グラフ：
かしこまりました。どなた宛てにこの書
類を送りましょうか。

ホワイト：
営業部のエリック・ホワイトさん宛てに
送ってください。１部はオフィスに取っ
ておいてください。

グラフ：
わかりました。いつまででしょうか。

ホワイト：
一週間以内にお願いします。

Lesson 78
Question Beginning With Preposition + Wh-

前置詞＋wh-で始まる疑問文

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

contract 契約書

fill out the forms 必要事項を記入する

within ～以内に

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。

To whom shall we send the 

documents?
誰宛てに書類を送りましょうか。

related 関連した

sales department 営業部
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LANGUAGE FOCUS 

Questions Beginning with  Preposition + Wh-
前置詞＋wh-で始まる疑問文を学びましょう

To whom should I transfer the call?

With whom would you like to speak to?

From which company should we purchase 

the computers?

To which section in the company does he 

belong to?

By when should I submit the report?

From what time can we browse the data on 

the website?

誰に電話をつなげばいいですか。

どなたとお話になりたいのでしょうか。

どこの会社からコンピュータを購入するべきでしょうか。

彼は会社ではどこの部の所属ですか？

いつまでに報告書を提出すればいいでしょうか。

何時からネットでデータの閲覧ができますか？

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 78
Level A2 Business English

ACTIVITY
練習

Activity 1: Make questions by using the given words.
練習1： 与えられた語句を用いて疑問文を作ってみましょう。

Activity  2: The sentences below are responses to your question. Make the question.
練習2： あなたが質問をすると次のように返ってきました。何と質問したのか、疑問文を作ってみましょう。
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1. [ with whom ]

2. [ to whom ]

3. [ from which company ]

4. [ by when / by what time ]

1. I borrowed this lap top from Mr. Cox.

1. Our company imports steel mostly from Australia.

Question Beginning With Preposition + Wh-

前置詞＋wh-で始まる疑問文

To whom shall we send the 

documents?
誰宛てに書類を送りましょうか。
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