
SITUATION  
Sam is calling to speak to Satoshi, but his mother answers the phone.  
サムはサトシに電話していますが、サトシのお母さんが電話に出ます。	

Sam    : Hello. Can I speak to Satoshi? 
 
Mother: Sorry, Satoshi is not here now.  

         Can I take a message? 
 
Sam    : Is Satoshi working this weekend? 
              I have something to ask him.  
 
Mother: Yes, he is. I will give him your  
              message when he comes home.   

DIALOGUE   

サム：	
こんにちは、サトシはいますか？	
	
	
母：	
ごめんなさい、サトシは今いないの。	
伝言を預かりましょうか？	
	
	
	
サム：	
サトシはこの週末仕事ですか？ 	
彼に聞きたいことがあって。	
	
	
	
母：	
そう、仕事なの。	
帰ってきたら、あなたの伝言を伝え	
ておくわ。	
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take a message     伝言を預かる  
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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。 	

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。 	



LANGUAGE FOCUS  

Present Continuous : Be + Verb + ing 

Interrogative Sentence : Be + Subject + Verb + ing ? 
現在進行形：　be ＋ 動詞 ＋ ing  　疑問文：  be ＋ 主語 ＋ 動詞 ＋ ing ?	

今日のポイント	

Lesson 13  
Level A2 General English 

 Is Satoshi working this weekend? 
サトシはこの週末仕事をしているのですか？	

  　 

ACTIVITY 
練習	

1.  you / read an English book now     　　　　   　 

Activity 1: Make questions using the information below.  
練習1：　下記の情報に基づいて、質問を作りましょう。	

Hints 
ヒント	

wash   洗う	
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2.   Jane / take a bath　      　 

   　　　  

Is he waiting outside? 
– Yes, he is.　　　  

彼は外で待っているのですか？ 

- そうです。	

outside   外で   	

speak via Skype   スカイプで話す	

take a bath   お風呂に入る	

What is your wife doing now? 
– She is watering the flowers in the garden. 

奥さんは何をしているのですか？ 

- 庭で花に水をやっているところです。	

Is David jogging now?   
　– Yes. He is at the park. 

デビッドはジョギング中ですか？ 

-そうです。彼は公園にいます	

use Skype   　スカイプを使う	

2.   What are you doing now? 
あなたは何をしているところですか？ 

3.   your father / wash his car outside　      　 

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

1.  Are you reading an English book? 
英語の本を読んでいますか？ 
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Asking Actions Happening At The Moment 
今現在起こっていることを尋ねる	
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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。 	


