
SITUATION  
John is asking Ryo about Ai. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
ジョンがリョウにアイについて質問しています。 

John : How long has Ai been in Osaka? 
  
Ryo   : She has been in Osaka since 
　　　    Monday.  
        
John : How long has she been in  
            Japan? 
 
Ryo   : Well, she has been in Japan for 
            almost 3 weeks!         

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。 	

ジョン：	
アイはいつから大阪にいるの？	
　	
	
リョウ：	
彼女は月曜から大阪にいるよ。	
	
	
	
	
ジョン：	
どのくらい日本にいるのかな？	
	
	
	
	
リョウ：	
えーっと、彼女は日本にほぼ	
３週間いるね。　	
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how long　どのくらい	
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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。 	

She has been in Osaka  
since Monday. 
彼女は月曜日から大阪にいます。	
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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 65 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

ever　    今までに	

abroad　海外で	

current　現在の	

5 

Activity1: Answer the following questions.  
練習1：　下記の質問に答えましょう。	

How long has she been in Osaka? 

Talking About An Ongoing Situation Using For and Since 
継続している状況について話す	

favorite 　お気に入りの	

country　 国	

visit　      訪問する　	

FOR	

20 minutes	

2 years	

a long time	

1 week	

練習	

6 ACTIVITY 

1. How long have you been studying English? 
2. How long have you been living in your current house? 
3. How long have you been working for your current company/school? 

彼女は月曜日から大阪にいます	

She has been in Osaka  
since Monday. 

SINCE	

2:30 pm	

Tuesday	

Christmas	

last summer	

Activity2:Tell your tutor about yourself using for and since. 
練習2：　forやsinceを使って、先生にあなたのことを自己紹介してみましょう。	

Example: I have been married for 3 years. 

 been in Osaka  

She has 
He has	
I have 	
They have	
You have 
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