
SITUATION  
Miho and Alfred are talking on the phone. 
ミホとアルフレッドが電話で話しています。 	

Miho   : Yesterday, I was waiting for your 
　　　　　 call all day long. Why didn’t you    
             call me?  
 
Alfred： I’m sorry. I was snowed under with  
             meetings and paperwork all day. 
 
Miho   : I know you were busy, but you could  
             have sent me a short message. 

DIALOGUE   

ミホ： 
昨日は私一日中あなたの電話を待
っていたのよ。 
どうして電話くれなかったの？　	
	
	
	
アルフレッド： 
ごめんね。 
昨日はずっと会議や事務処理に忙
殺されてて。　	
	
	
ミホ： 
あなたが忙しくしてるのは知ってる。
でもショートメッセージくらいは送れ
たでしょう。　	

Lesson 55  
Making Questions Using Why 

　Whyを使って質問する	

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 

all day (long)                      一日中、終日  
be snowed under with ~   ～に忙殺されて 
paperwork                          事務処理   
message                             連絡、（メールの）メッセージ 

Why didn’t you call me? 
 なぜ電話をくれなかったの？　	

1 

2 

3 

4 
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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  

Make Questions Using “Why~” 
Whyを使った質問	

今日のポイント	

Lesson 55  
Level A2 General English 

  Why didn’t you call me? 
 

なぜ電話をくれなかったの？	

  

  　 

ACTIVITY 
練習	

Activity 1:  Make questions using the following phrases. 
練習1：　次の語句を用いて質問をしてみましょう。	 Hints 

ヒント	

5 

6 

Why didn’t you tell me that in advance?  

「なぜ外国人の先生と英語で会話しなかったんだい？」 

「まだ充分な自信がなかったんだ。」	

「なぜ前もって言ってくれなかったの？」 

choose             選ぶ(過去形はchose）	

「なぜこんなに早く帰ってきたの？」 

Why didn’t you talk with your foreign teacher 
in English?  
– Because I didn’t have enough confidence. 

「なぜ昨夜そんなにたくさん飲んだんだ？」 

「仕事のことでとても落ち込んでいたんだ。」 

2.  You / not go by bus instead of taxi.　 

なぜタクシーではなく、バスを使わなかったの？ 

Why did you drink so much last night? 
– Because I was so depressed about my job.  

「なぜそんなに怒ったの？」 

「彼が同じ失敗をしでかしたからだよ。」	

Why did you come home so early? 

1.  You / not apply for the job.  
なぜその仕事に応募しなかったの？ 

apply for          ～に応募する	

instead of        ～の代わりに、～でなく	

Why did you get so angry? 
– Because he made the same mistake. 

3.  You / choose your job.  
なぜあなたはあなたの仕事を選んだのですか？       　　　　   　 

Activity  2:　Ask and answer questions with your tutor. 
練習2：　先生と質問のやり取りをしてみましょう。     　	

job with good prospects 
将来性のある仕事	

be in a hurry    急いでいる	

crowded / packed  混雑して、いっぱいで	
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Making Questions Using Why 
　Whyを使って質問する	

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。 	


