
SITUATION  

Chris and Maki are talking about Jiro’s promotion. 

クリスとマキは次郎の昇進について話しています。 

Chris : Have you heard the news?  

   Jiro got promoted to manager last    

            week.    

 

Maki  : It’s no surprise as he is competent 

    and enthusiastic about his job. 

 

Chris : That’s true. Most of all, he is a 

    responsible person. 

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。  

クリス： 
あの知らせをもう聞いた？ 
ジローが先週マネージャーに 
昇進したんだって。 
 
 
 
マキ： 
全然驚かないわ。だって彼は 
優秀で仕事熱心だもの。 
 
 
 
クリス： 
確かにその通りだね。何より 
彼は責任感のある人だからね。 

Lesson 57 
Talking About Something That Has Happened  

すでに起こったできごとについて話す 

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 

 promotion                 昇進、販売促進 

 get promoted to~   ～に昇進する 

 competent               有能な、適任の                           

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 heard the news? 

その知らせをもう聞きましたか？  

1 

2 

3 

4 
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enthusiastic    熱心な、熱狂的な 

most of all             第一に、何より 

responsible             責任のある、信頼できる                           



LANGUAGE FOCUS  

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

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 57  
Level A2 General English 

 Have you heard the news? 

 その知らせをもう聞きましたか？ 

  

「彼は昼食を食べましたか？」 

「まだです。まだ戻ってきていません。」 

    

ACTIVITY 
練習 

1.  win the tennis match              

Activity 1:  Make sentences with the phrases below. 

練習1： 下記のフレーズを使って、文を作ってみましょう。 

Hints 
ヒント 

5 

6 

2.  already / see the movie of zoo         

        

The train has already left.     

   

  

  

I have already done my homework.  

I have lost my mobile phone.  

電車はもうすでに出発しました。 

She has gone to New York. 

Has he finished his lunch?   

– No. He is not yet back.  

tennis match      テニスの試合 

私はもう宿題を終えました。 

knit              編む 

3.  at last / finished knitting the sweater           

at last          ついに 

彼女はニューヨークに行ってしまいました。 

4.  master English          

私は携帯電話をなくしてしまいました。 

現在完了形と時、回数を表すフレーズ2 

yesterday, last (last week / month / year),  

ago 等の語句は過去を表す言葉なので現在 

完了形と共に使いません。 

I have visited Kyoto three years ago. × 

I have visited Kyoto twice in the last three years. ○ 

I visited Kyoto three years ago. ○ 

 

5.  lose a wallet somewhere in the city          
master           習得する、マスターする 

wallet             財布 
Activity 2:  Tell your tutor about things that you have done. 

練習2： あなたが「やった」ことについて、先生に話してみましょう。 
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