Level B1 Business English	

Lesson 13	

Talking About Work Using Present Perfect Continuous
現在完了進行形を使って仕事について話す	

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I have been working for
this company for 10 years.	
私はこの会社で10年働いています。	

2 SITUATION
状況	
Mr. Takahashi is talking with his client.
高橋さんは、クライアントと話しています。	

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。 	

Mr. Smith

: Thank you for coming today. It
was a very productive meeting.

Mr. Takahashi: I appreciate your help from the
bottom of my heart.	
	
Mr. Smith
: My pleasure. By the way, how
long have you been working for
this company ?	
	
Mr. Takahashi: I have been working for this
company for 10 years.	
	
Mr. Smith
: What did you do before that ?
Mr. Takahashi: I used to work at an IT company
as a Systems Engineer.

スミス氏：
本日はお越しいただきありがとうござ
います。とても有意義な会議でした。	
	
高橋さん：	
スミスさんのご尽力に心の底から	
感謝いたします。	
	
スミス氏：	
光栄です。ところで、この会社でどれぐ
らい働いていらっしゃるんですか？	
	
	
高橋さん：	
この会社で働いて10年になります。	
	
	
スミス氏：	
その前は何をしていらっしゃったんで
すか？
高橋さん：
以前はIT系の会社でシステムエンジ
ニアをしていました。

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。 	

productive 有意義な	
systems engineer システムエンジニア	
from the bottom of my heart 心の底から 	
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FOCUS 	
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I have been working for
this company for 10 years.	
私はこの会社で10年働いています。	

Talking About Work Using Present Perfect Continuous	
“have been + ~ing”形を使って、過去から続いている動作状態を説明しましょう。 	

Directions: First ask your tutor and then answer by yourself.
課題： 以下の状況を把握して、先生に質問した後、今度は自分で答えましょう。 	

What have you been doing?
I have been working on my report.

あなたは何をしていましたか。

I have been meeting with a client.

クライアントに会っていました。	

What has she been doing?

彼女は何をしていましたか。

What have they been doing?

彼らは何をしていましたか。

She has been interviewing people for the new
position.

彼女は、新しいポジションのための
人達を面接していました。

They have been visiting the new factory.	

彼らは、新しい工場を訪ねていました。	

レポートを作成していました。

6 ACTIVITY
練習	
Activity1: Read the situations below and tell what the person has been doing
using today’s language.
練習1： 以下の状況を読み、今日習った表現を使って、誰が何をしているか話してみましょう。	

1. Jane lives in Tokyo. She moved there 5 years ago. She started teaching English in
2008. She started taking golf lessons 2 weeks ago.
2. They are in a meeting. The meeting started 30 minutes ago.
3. Kim is on a business trip. She is in Australia. She is checking the progress of the
new office location.
4. Bob works in a restaurant. He bought the restaurant 10 years ago. Bob is the
executive chef in the restaurant and makes the dinner menu. Bob is very busy and
is looking for another chef. He started interviewing people 2 weeks ago.
Activity 2: Tell your tutor about yourself and your work.
練習2： 先生に自分と自分の仕事について話してみましょう。	
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