
SITUATION  

　Mr. Togashi and Mr. Johnson are talking about Mr. Lee’s transfer. 
　トガシさんとジョンソンさんはリーさんの移動について話しています。	

Mr. Togashi : I hear Mr. Lee is going to  
                  transfer to Hong Kong next  
                  September. 
  
Mr. Johnson: Yes. He has been wanting to  
                   transfer to Hong Kong since  
                   last December. 
 
Mr. Togashi : Really? Then, he must be  
                  delighted! 

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。 	

	
トガシ：	
リーさんは次の９月に香港に移動にな
るそうですね。	
	
	
	
	
ジョンソン：	
ええ。彼は去年の１２月からずっと香港
への移動を希望していたんです。	
	
	
	
	
トガシ：	
本当ですか。では彼はとても喜んでい
るでしょうね。	

Lesson 58    
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 Business English 

I hear 　　　　～そうですね、～と聞きました 
delighted 　 大喜びで        　 

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。 	

He has been wanting to transfer to 
Hong Kong since last December． 
 彼は去年１２月からずっと香港への異動を希望しています。	
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must 　 ～に違いない       　 

Using The Present Perfect Progressive 
現在完了進行形 
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

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。 	

Lesson 58   

  

Level A2 Business English 

私たちは新しいシステムの開発にこの２ヶ月取
り組んでいます。	

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

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	

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

1.  How many years have you been working for your company?  
     今の会社はどのくらい働いていますか？   　  

We have been working on the 
development of a new system for two 
months. 

2.  What division are you in and how long have you been in the division?　　  
      いまどんな部署にいますか、そしてどのくらいその部署にいるのですか？ 

He has been discussing the matter with 
the client for three hours. 

3.  How long have you been studying English for business ? 
    　ビジネスで使うための英語をどれくらいの間勉強してきましたか？ 

I’ve got the answer at last. I have been 
waiting for it since last spring.  

彼はその問題についてクライアントと３時間議論　
しています。	

I’ve been working for a trading company 
for five years.  

私はついに回答をもらいました。この春からずっ
と待っていたのです。	

私は商社で5年働いています。	

Using The Present Perfect Progressive  
現在完了進行形 

He has been wanting to transfer to 
Hong Kong since last December． 
 彼は去年１２月からずっと香港への異動を希望しています。	

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


