
SITUATION  

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。 	

Lesson 11 
Describing Actions Using Present Continuous 

　現在進行形を使って行動を表す	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level B1 General English 

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。 	

She is setting up for the party tonight. 
彼女は今晩のパーティーの準備をしているところです。	

1 

2 

3 

4 

Sayaka is setting up for the farewell party tonight for Mari. 
サヤカは今晩のマリのお別れ会準備をしているところです。 

Mike: Where is Sayaka? 
 
Yuri : She is setting up for the party tonight. 
 
Mike: Is there a party tonight? For what? 
　　　　　 
Yuri : Today is Mari’s farewell party before  
         she goes abroad to study English. 

  
Mike: Is it tonight?! I totally forgot about it!  
 
Yuri : I am leaving by car right now.  
         Can I give you a ride ?   
 
Mike: Thank you! That would help me out. 
 

マイク：	
サヤカはどこにいるの？	
	
ユリ： 
彼女は今夜のパーティーの準備をして	
いるわ。	
	
マイク： 
今晩パーティがあるの？何のパーティ？	
	
ユリ： 
今日はマリが英語留学する前のお別れ 
パーティーよ。 

	

マイク： 
え！今晩だった？すっかり忘れてた！ 
	

ユリ： 
私は今から車で向かう所なんだけど 
一緒に行く？ 

 
マイク： 
有難う！それは助かるよ！ 

give you a ride 　 一緒に行く、送ってゆく 
help me out　　　　 助かる	

farewell party　　お別れ会 
go abroad        　海外に行く 
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LANGUAGE FOCUS  

Describing Actions Using Present Continuous 
” be + ~ ing” 形を使って、あなたが今何をしているかを表す	

今日のポイント	

Directions: First ask your tutor and then answer yourself. 
課題： 初め先生に質問した後、今度は先生の質問に答えましょう。 	

私のアパートの前で建造している。	

私は東京に住んでいます。	

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

私は英語のテスト勉強をしています。	I am studying English for my test. 
He is talking on the phone to his brother. 
They are waiting for us outside the theater. 
They are doing construction in front of my 
apartment. 

Lesson 11 
Level B1 General English 

Activity 1: Tell your tutor everything you are doing now as well as on-going actions. 
                How many actions can you think of? 
練習1：　今あなたがしている行動も継続中の行動もすべて先生に話してみましょう。どれくらい思いつきましたか？	

彼らは劇場の外で私たちを待ってます。 

She is setting up for the party tonight. 
彼女は今晩のパーティーの準備をしているところです。	

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 	

Action Happening Now 

On-going Actions 
I am living in Tokyo. 
I am working in a hospital. 

Activity 2: Close your eyes and imagine that you are on holiday somewhere. 
                Describe what you are doing and what is happening around you. 
練習2：　目を閉じて、どこかで休暇を過ごしている自分を想像してみましょう。あなたは何をしているか、	

　　　　　 そしてあなたの周りで何が起こっているかを話してみましょう。	

Ex. I am sitting on the beach in Fiji. It is a very hot day and I am trying to get a   
     suntan. There are two small children running down the beach chasing a   
     seagull…. 

Ex. I am sitting on a brown chair. I am looking at my computer screen……..I am       
      living in a small apartment. 

彼は兄弟と電話で話しています。	

私は病院で働いています。	

Describing Actions Using Present Continuous 
　現在進行形を使って行動を表す	


