
SITUATION

Asuka is talking with Susie about her plan to travel to Canada.

アスカはスージーとカナダ旅行について話しています。

Asuka: I am going to Canada with my

husband next month. 

Susie : Oh, great! What do you plan to do in  

Canada?

Asuka: We are going to go skiing and

sightseeing there. My husband can 

speak English and he has been to 

Canada to ski.

DIALOGUE 

アスカ：
私は夫と来月カナダに行くん
です。

スージー：
まあ、それは素晴らしいです
ね！どんな計画を立てている
のですか？

アスカ：
スキーをしたり観光したりしま
す。夫は英語が話せて、カナ
ダにスキーをしに行ったことが
あるんです。

Lesson 56
Talking About Past Experiences

過去の経験を話す

今日のフレーズ
PHRASE OF THE DAY

VOCABULARY

状況

ダイアログ

語い

Level A2 General English

go sightseeing   観光する

plan 計画する

He has been to Canada to ski.

彼はカナダにスキーをしに行ったことがあります。
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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。

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。



LANGUAGE FOCUS 

Present Perfect : Have + Past Participle (experience)
現在完了形（経験） ： have + 過去分詞 〈経験〉

今日のポイント

Lesson 56
Level A2 General English

He has been to Canada to ski.

彼はカナダにスキーをしに行ったことがあります。

彼は海外に行ったことがありません。

ACTIVITY
練習

1. Which country have you been to?
あなたはどの国に行ったことがありますか？

Activity 1: Answer the following questions.

練習1： 次の質問に答えてみましょう。

Hints
ヒント

5

6

2.  How many times have you been to that country

(those countries)?

その（それらの）国には何度行ったことがありますか？

She has studied three foreign languages. 彼女は３つの外国語を学んだことがあります。

I have been to Italy twice.

I have seen that movie five times in the last 

month. 

私は先月その映画を5回観ました。

Have you ever climbed Mt. Fuji? 

– No, I haven’t.

He has never traveled abroad. 

「あなたは富士山に登ったことがありますか？」

「いいえ、ありません。」

私はイタリアに２度行ったことがあります。

celebrity 有名人

3.  Which sports have you played on the beach?
ビーチでどのようなスポーツをしたことがありますか？

beach volley    ビーチバレー

How many times have you been to Okinawa? 

– I have been there three times.

「沖縄には何度行ったことがありますか？」

「3回あります。」

4. Have you ever seen a celebrity on the street,

and who?

街で有名人を見たことがありますか？そしてそれは誰でしたか？

現在完了形と時、回数を表すフレーズ 1

ever （今まで） / never (一度もない） /

once  (１度) / twice (2度) / X times (X回) /

in the last(past) X week(s), month(s), year(s) 

(過去X週間、Xヶ月、X年の間に)  等

beach soccer   ビーチサッカー

beach tennis    ビーチテニス

surf サーフィンをする

Activity 2: Now ask your tutor some questions you made.

練習2: いくつか質問を作って、先生に質問してみましょう。
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Talking About Past Experiences

過去の経験を話す

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。


