Level A2 Business English

Lesson 56

Talking About The Past Using The Present Perfect
現在完了形を使って過去のことについて話す

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I have met him before.
私は彼に以前会ったことがあります。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Lewis is asking Mr. Onishi whether he knows the manager
of the Technology Development Division.
ルイスさんは、大西さんに技術開発部のマネージャーを知っているか尋ねています。	

3 DIALOGUE
ダイアログ	
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。 	

Mr. Lewis :

Do you know the manager of
the Technology Development
Division, Mr. Martin?

Mr. Onishi:

Yes. I have met him before.

Mr. Lewis :

He’s coming to our office next
month to have a meeting with
us.

ルイス：	
あなたは技術開発部門のマネー
ジャーのマルティン氏を知ってい
ますか？	
	
	
	
	
大西：	
知っています。以前会ったことが
あります。	
	
ルイス：	
彼は来月うちの事務所に来て私
たちと会議をします。	

4 VOCABULARY
語い	
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。 	

Technology Development Division

技術開発部
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I have met him before.
私は彼に以前会ったことがあります。	
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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。 	

He has been to the main office in the United
States.

彼はアメリカの本社に行ったことがあります。	

“Have you ever met the manager of the
Overseas Division of the company?”
– “I have talked to her on the phone several
times, but I have not met her yet.”

「あなたはその会社の海外事業部のマネージャー
に会ったことがありますか？」

She has never used the POS system.

彼女はPOSシステム（販売時点管理システム）を
まだ使ったことがありません。

I haven’t finished yet.

「私は電話で何度か彼女と話したことがあります
が、まだ会ったことはありません。」	

私はまだ終えていません。	

I have visited the client twice in the past one
month.

そのクライアントをこの１ヶ月で２度訪れました。	

現在完了形と時、回数を表すフレーズ１

6

ACTIVITY
練習	

ever （今まで） / never (一度もない） /
once (１度) / twice (２度) / X times (X回) /

Activity 1: Answer the following questions.

in the last(past) X week(s), month(s), year(s)

練習1： 次の質問に答えましょう。	

(過去X週間、Xヶ月、X年の間に)

1. Have you travelled overseas on business?
海外出張したことはありますか？

Hints
ヒント	

2. Which branch have you been to?
どの支社に行ったことがありますか？

3. Have you met the president of your company
in person and talked to him/her?
あなたの会社の社長に直に会ったことがありますか、そして話
したことがありますか？

meet ~ in person
（人）に直接会う

Activity 2: Answer your tutor’s questions.
練習2： 先生の質問に答えましょう。	

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

等	

