
SITUATION  
Ryota and Alicia are talking in a café. 
リョウタとアリシアはカフェで話をしています。	

Ryota: Alicia, what were you doing at 
　　  this time last year? 

 
Alicia: This time last year I was sitting on 

　　  a beach in Hawaii. I wish I was  
            there now. I really need a break. 
 
Ryota: I’m jealous. I have never been to  
            Hawaii. I wish I was there too! 

DIALOGUE   

リョウタ：	
アリシア、去年の今頃何をしていた	
の？	
	
	
アリシア：	
去年の今頃、私はハワイのビーチで座	
っていたわ。	
今そこにいれたらいいのになあ。	
本当に休みが必要だわ。	
	
	
	
リョウタ：	
うらやましい。	
僕はハワイに行ったことがなくて。	
僕も行きたいな。	
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Talking About The Past　 
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 General English 

beach       海辺、ビーチ  
break  　   休み                                      	
jealous     ねたましい       	

This time last year I was sitting on a  
beach in Hawaii. 
 去年の今頃私はハワイのビーチに座っていました。　	
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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  

Past Continous : “Be” + Verb+ ing 
Continuous Action at a Particular Moment in the Past 
過去進行形 ：　過去の一時点で継続している動作	

今日のポイント	

Lesson 53 
Level A2 General English 

This time last year I was sitting on a  
beach in Hawaii. 
  去年の今頃私はハワイのビーチに座っていました。	

私が電話したとき彼は眠っていました。 

  　 

ACTIVITY 
練習	

1.  What were you doing this time yesterday?  
あなたは昨日の今頃何をしていましたか？   　 

Activity:  Answer the following questions. 
練習：　次の文に答えてみましょう。	

Hints 
ヒント	
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2.  What  were you doing five years ago? 
      5年前、あなたは何をしていましたか？	

   　　　  
At this time yesterday, I was talking with her                        
in a restaurant.　　  

昨日のこの時間、僕は彼女とレストランで話をしていた。	

　　	

read comic books/magazines        
マンガ/雑誌を読む	

At midnight, we were still driving north.  真夜中、私たちはまだ車で北に向かっているとこだった。 

“What were you doing when the earthquake   
occurred?.” 
– “I was cycling home.” 

He was sleeping when I called him.  

「地震が起こったときあなたは何をしていましたか？」 

「私は自転車で家に帰る途中でした。」	

3.  What were you doing when the big 
     earthquake struck Tohoku? 
     東北で大きな地震が起きたとき、あなたは何をして 
     いましたか？ 

play a game online　 
オンラインでゲームをする             　   	

I was cooking dinner when my son got home.  息子が帰ってきたとき私は夕食を作っていました。	

enjoy recorded TV programs 
録画したテレビ番組を楽しむ	

do overtime work     　残業する	

earthquake　    地震	

struck 　   打った（strikeの過去形）	
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Talking About The Past　 
過去について話す	

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。 	


