
SITUATION  
Mom is asking Ed what he was doing when they called him. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
両親が電話したときエドは何をしていたか、母親が尋ねています。 

	

Mom: What were you doing when Dad  
           called?  
 
Ed    : I was watching TV when he called.        
 
Mom: OK, then what were you doing  
           when I called? 
 
Ed   : I was playing a video game. I need  
          to do my homework now.         

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。 	

母：	
お父さんがあなたに電話した時、	
何してたの？	
	

　	
エド：	
お父さんが電話をくれた時は	
テレビを観ていたよ。	
	
母：	
わかったわ。じゃあ私が電話	
した時は何をしていたの？	
	
	
エド：	
その時はテレビゲームをして	
いたよ。これから宿題をやらな	
きゃ…。　 　	

Lesson 60 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

dad　  お父さん	

mom　お母さん	

call　  電話する	

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。 	

I was watching TV when  
he called. 
彼が電話してきたとき私はテレビを観ていました。	
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2 

3 
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Describing Two Activities Happening At The Same Time　 
何か他のことをしている間に起こったできごとについて話す	

video game　テレビゲーム	

homework　 宿題	
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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 60 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 go to bed　ベッドに入る	

leave　      去る	

gym　        ジム	

5 

Activity: Look at Gerry’s schedule below for yesterday and answer the questions. 
練習：　下記のゲリーの昨日のスケジュールを見て、質問に答えましょう。	

I was watching TV when 
he called. 

Describing Two Activities Happening At The Same Time 
同時に起こった２つの出来事について描写してみましょう	

start　始める	

read 　読む	

彼が電話してきたとき私はテレビを観ていました。	

練習	
6 ACTIVITY 

1. What were you doing when Gerry left home for work? 
2. What were you doing when Gerry was having breakfast? 
3. What were you doing when Gerry was at the gym? 
4. What were you doing when Gerry was relaxing? 
5. What were you doing when Gerry started reading a book? 

彼が電話してきたとき私はテレビを観ていました。	

I was watching TV when  
he called. 

What were you doing when  
he called? 

彼が電話した時、何をしていましたか？	

00:00 12:00 13:00 

lunch sleep 
breakfast 
      & 
  shower 

06:00 08:30 

work 

17:00 

work gym 

18:30 

dinner 

20:00 22:00 

relax  read 
a book 

Gerry’s yesterday 

e.g. What were you doing when Gerry went to bed? 
       I was watching TV when Gerry went to bed.  
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Describing Two Activities Happening At The Same Time　 
何か他のことをしている間に起こったできごとについて話す	


