
SITUATION  
Bob is asking Ryo where he has been.  
ボブはリョウにどこに行ったことがあるか聞いています。	

Bob: Have you ever been to Canada? 
  
Ryo: Yes, I have been to Toronto. 
        
Bob: OK. Then have you ever been to 
　　　  Vancouver? 
 
Ryo: No, I haven’t. I want to visit there! 

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。 	

ボブ：	
カナダに行ったことある？	
　	
	
リョウ：	
うん、トロントにいったことがある	
よ。	
	
ボブ：	
そう、じゃあバンクーバーには	
行ったことある？	
	
	
	
リョウ：	
まだないんだよ。行ってみたい	
んだよね！　　 　　　　	

Lesson 66 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

ever　　　今までに 
Canada　カナダ	

Toronto　トロント 

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。 	

Have you ever been to  
Canada? 
カナダに行ったことはありますか？	

1 

2 

3 

4 

 Talking About Experiences 
経験について話す 　  	

Vancouver　バンクーバー　	

visit　　　　　 訪問する	

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



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 66 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 country　    国	

movie star　映画スター	

read　          読む	

5 

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

Present Perfect To Talk About Experiences 
経験について話す現在完了形	

drink　 飲む	

vodka　ウォッカ　	

durian　ドリアン	

練習	
6 ACTIVITY 

1. Have you ever been to Europe? 
    If yes, which countries and how many times have you been? 
2. Have you ever met a movie star? 
3. Have you ever read English books? 
4. Have you ever drunk vodka? 
5. Have you ever seen a baby panda? 
6. Have you ever eaten durian? 

カナダに行ったことはありますか？	

Have you ever been to  
Canada? 

you 
they Have 

been to Canada? 

Yes, 
No, 

she 
he 

Yes, 
No, 

have. 
haven’t. 

I 
we 
they 

I  
You  
We  
They  

Has has. 
hasn’t. 

She  
He  

she 
he 

has been to Canada. have been to Canada. 
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 Talking About Experiences 
経験について話す 　  	


