Level A2 General English

Describing On-going Actions
継続していることについて表現する

Lesson 58

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

He has been wanting to go to the new
store since it opened.
彼はその店が開店してからずっと行ってみたかったのです。

2 SITUATION
状況
Mary is talking to her husband Sam about the plan for next Saturday.
メアリーは夫のサムに次の日曜の計画について話しています。

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。

Mary: How about going to that new store
next Saturday ?

メアリー：
次の日あの新しい店に行って
みない？

Sam : Do you mean the toy store near the
grocery store?
Jimmy will be delighted!

サム：
スーパーの近くの玩具店のこ
とかい？ジミーは大喜びだ
ぞ！

Mary: Sure. He has been wanting to go
to the new store since it opened.

メアリー：
きっとね。彼は開店してからず
っと行ってみたかったのよ。

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。

How about~ ?
I mean ~
toy
delighted
sure

～はどうですか？
～ということ（意味）です。
おもちゃ
喜んで
確かに、きっと
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

He has been wanting to go to the new
store since it opened.
彼はその店が開店してからずっと行ってみたかったのです。

Present Perfect Progressive: Have Been Doing
Action Started in the Past and Has Continued Up until Now
現在完了進行形 ： have been doing 過去に始まって現時点まで継続している動作

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 waiting for you for one hour.

彼はあなたを一時間ずっと待っています。

Have you been studying English over
two hours?

あなたは２時間以上英語を勉強しているのですか？

She has been working for this company
for ten years.

彼女はこの会社で１０年働いています。

I haven’t been feeling well lately.

この頃は調子が良くありません。

“What have you been doing here?”
– “I have been looking for missing documents.”

「ここで何をしているんですか？」
「なくなった書類を探しているんです。」

6 ACTIVITY
練習
Activity: Answer the questions below.
練習： 次の質問に答えてみましょう。

Hints

ヒント

1. How long have you been working for the
present company? (going to your school)
あなたは今の会社にどのくらい勤めていますか？
（今の学校にどのくらい通っていますか）

2. How many years have you been studying English ?
あなたは何年英語を勉強していますか？

recently

最近

walk

ウォーキングする

jog

ジョギングする

hit the gym

ジムに行く

do muscle training 筋トレする
3. What sports have you been doing recently?
最近はどんなスポーツをしていますか？

do sit-ups

腹筋する

4. What have you been waiting for recently?
最近は何を待っていますか？
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