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Lesson 4  Speaking on the Telephone 
 

電話で話す 

 

 

 

  

 

 

 
 

■ Warm-up 

Do you know any English expressions for telephone conversation? 

Write them down in the space below. 

                         

    

    

■ Today’s Expressions 

Practice each expression by repeating after your instructor. Learn the pronunciation,  

intonation, and meaning. Substitute the underlined word(s) with other words. 

講師のあとについてリピート練習し、下線のフレーズまたは単語を入れて文を言い換えましょう。 

 

 1.  Sears Industries, John speaking. シアーズ産業、ジョンでございます。 

 ・your company ・your name 

 

 2. This is Hiro Ikuta of EP Corporation. EP 社の生田ヒロです。 

  ・your name ・your company 
  

 3.  Could I see you next week? 来週お会いできますか。 

  ・next Monday 

  ・your choice 
  

4. Is Wednesday good for you? 水曜日はご都合よろしいですか。 

  ・tomorrow 

  ・your choice 
 

 5.  Wednesday is fine with me. 私は水曜日で大丈夫です。  

 ・3 pm 

 ・your choice 
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■ Model Dialog 

Listen to the CD and learn the correct intonation, rhythm, liaison and reduction.  

CD を聴いて、正しいイントネーション、リズム、つながる音、消える音を確認します。 

 
  
          ●     ●                    ●         ● 

 John: Sears Industries, John speaking. 
 

●       ●                        ●    ●              ●                 ● 

 Hiro: Hello, John. This is Hiro Ikuta of EP Corporation.  
 

●    ●         ●                  ●  

 John: Hi, Hiro, wha(t) can I do for you? 
 

●          ●           ●           ●                ●                          ● 

 Hiro: Could I see you nex(t) week? I’m comin(g) to Chicago. 
 

●            ●      ●          ●                   ●                ● 

 John: Really? Let’s see. Is Wednesday goo(d) for you? 

●                    ●       
 Hiro: Wednesday is fine with me. 
 
                                 ●                    ●                    ● 
 John: How about meeting over lunch? 
 
                                   ●                        ● 
 Hiro: Tha(t) sounds great. 

 
 

◆  Sound Practice: w & h 
 

 wwww  what    wwww week wwww Wednesday wwww would 

 hhhh hello hhhh hi hhhh Hiro hhhh  how 
      

◆  Liaison Practice:  n + i   d + i   g + o 
 

 What can I do for you? Could I see you?    meeting over lunch  
 

◆  Reduction Practice:  t・g・d 
 

 Wha(t) can I   nex(t) week   comin(g) to  goo(d) for you  tha(t) sounds 
  

■ ONDOKU 音読トレーニング 

Step 1  After the CD, repeat the dialog sentence by sentence.  

  Pause the CD between the sentences for each repetition. 

  CD をかけ、会話の一文ごとに一時停止し、その文をリピートします。 
 
Step 2  Look at the text, without the CD, and read the whole dialog aloud three times. 

  今度は CD なしで、テキストを見ながら会話全部を３回声に出して読みます。 
 

Step 3  Do this step as homework (see page ii for details). 

  P.ii にある解説を参考に、自己学習で音読筆写します。 
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■ Dialogs for More Expressions 

Practice each expression by repeating after your instructor. Then, practice each dialog with  

your partner. 講師のあとについて各文をリピート練習し、ペアになって会話練習をしましょう。 

1.  Calling Someone 呼び出す 

 A: May I speak to Robert Wills in 人事のロバート・ウィルズさんを 

   Personnel, please? お願いできますか。 

 B: May I ask who’s calling? どちら様でいらっしゃいますか。 

 A:  This is Naoki Matsuda. 松田ナオキと申します。 

 B:  One moment, please. 少々お待ちください。 
 

2. When Someone Is Not In 不在の時   

 A: Mr. Kato is not in right now. 加藤はただいま出かけております。 

  Would you like to call back? また後でおかけいただけますか。 

 B: When will he be back? 加藤さんはいつ戻られますか。 

 A: He should be back around 3 pm. 午後３時ごろには戻ると思います。 

 B: Okay. I’ll call back. Thank you. わかりました。後ほどかけなおします。ありがとう。 
 

3.  Taking or Leaving a Message 伝言を受ける/残す  

 A: Ms. Kim is in a meeting. キムは会議中です。 

  May I take a message? 伝言をお承りいたしましょうか。 

 B: Yes. Please ask her to call my cell お願いします。私の携帯にお電話いただくよう 

  phone. お伝えください。 

 A:  Does she have your number? キムは番号を存じておりますでしょうか。 

 B:  Yes, but I’ll give it to you just in case. 念のため申し上げます。私の番号は… 

  It’s… 
 

4.  Saying the Purpose of the Appointment アポの目的を伝える   

 A: I’d like to see you to discuss the プロジェクトの件でお会いしたいのですが。 

  project.  

 B: How about Thursday around 1 pm?  木曜日の午後１時頃はいかがですか。 
 

5.  Negotiating the Time アポの日時を交渉する  

 A:  I’m sorry I’m busy all day on Monday. すみません、月曜日は終日予定が入っております。 

 B:  How about Tuesday or Wednesday? 火曜日か水曜日はいかがですか。 

 A:  Wednesday is better. Is 2:30 okay? 水曜日でお願いします。２時半でよろしいですか。 

 B:  That’s good for me. はい、結構です。 
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■ For Better Communication 

Read the information and use it in the role playing activity below. 

次のインフォメーションを読み、その内容を下記のロールプレイに取り入れましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

■ Role Playing 

1. Work with a partner. （ペアで作業します） 

2. Make a dialog for each situation below. （各シチュエーションに従って会話をつくります） 

3. Practice your dialog. （会話練習します） 

4. Act out the dialog in front of the class. （クラスの前で自分達の会話を演じます） 
 

Situation 1 

Person A:  Yourself making a call. You want to speak to Kevin Cook in sales. 

Person B:  Receiver. Kevin is not in the office. Take a message. 
 

Use the dialogs 1, 2 and 3 on page 19. 

Be creative with the details in your conversation. 

（P.１９のダイアログ１～３を基に、名前、部署、時間などの詳細を自分達で 

アレンジして会話をつくりましょう） 

 

Situation 2 

Person A:  Yourself making a call for an appointment. 

Person B:  Michael White. Busy all day on Monday and Tuesday. 
 

Use the model dialog on page 18 and the dialogs 4 and 5  

on page 19. Be creative with the details in your conversation. 

（P.１８のモデルダイアログ、P.１９のダイアログ４、５を基に、名前、部署、 

時間などの詳細を自分達でアレンジして会話をつくりましょう） 

 

 

When You Don’t Understand 相手の言ったことがわからない時 

Never pretend that you understand. You can use the following expressions.  

面倒だからといってわかった振りをしてしまわないように注意しましょう。以下の表現などを使って確認できます。 

 

1. English is not my native language.  1. 英語は私の母国語ではありません。 

Could you speak more slowly? もう少しゆっくり話していただけますか。 
 

2. Would you repeat that, please? 2. もう一度繰り返していただけますか。 
 

3. Excuse me, could you say that again,  3. すみません、もう一度言っていただけますか。 

please? 
 

4. Did you say “3 o’clock?” 4. 「３時」とおっしゃいましたか。 
 

5. Is it “t” as in “Texas” or “p” as in “paper?”  5. それは「テキサス」の「t」ですか、それとも 

 「ペーパー」の「p」ですか。  

 

 

 
 

 


