
SITUATION  
Ann and Sarah are talking about Jessica’s new hair style. 
アンとセーラはジェシカの新しい髪形について話しています。	

Ann   : Don’t you think Jessica looks a little  
            different today? 
 
Sarah: Yes! Jessica had her hair cut yesterday. 

　　 She has a broken heart. That’s the reason. 
 
Ann　 : If she wanted to change her mood, 
            she should have had her hair cut 
            much shorter.  
 
Sarah: I agree with you. 

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。 	

アン　：	
ジェシカは今日ちょっと違うと思わ	
ない？	
	
	
セーラ：	
そうなの！ジェシカは昨日髪を切	
ってもらったのよ。	
彼女失恋したの。それが理由よ。	
	
セーラ：	
気分を変えたかったのなら、もっと	
髪を短くしてもらうべきだったわね。	
	
	
	
	
アン　：	
私もそう思うわ。	
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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 

broken heart    失恋 
reason            理由 
change one’s mood  気分を変える 
 

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。 	

Jessica had her hair cut yesterday. 
ジェシカは昨日髪を切ってもらいました。	

should have had  ～すべきだったのに 
agree with ～　　　   ～に同意する 
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LANGUAGE FOCUS  

Describing Past Actions 
過去の動作を表す	

HAD SOMETHING DONE 
Jessica had her hair cut yesterday. ジェシカは昨日髪を切ってもらいました。	

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 64 
Level A2 General English 

Jessica had her hair cut yesterday. 
ジェシカは昨日髪を切ってもらいました。	

You can replace ‘had’ with ‘got’. 
I got the letter sent by air mail. 

hadの代わりにgotを使うこともできます。	

I got a new software program installed  
on my computer by him. 

その手紙を航空便で送ってもらいました。	

彼に新しいソフトをパソコンにインストール 
してもらいました。	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Fill in the blanks with had or got and the correct form of the verb. 
練習1： 空欄にhadまたはgot、およびカッコ内の動詞を適切な形にしたものを入れて文を完成させましょう。 	

Hints 
ヒント	

brake         ブレーキ 
housekeeper   お手伝いさん 
frame    額に入れる	

test　     検査する	

visa　     ビザ	

immigration　 入国管理局 	

renew　 更新する	
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We had our car repaired. 
They had their house redecorated.	

私たちは車を修理してもらいました。	

彼らは家を改装してもらいました。	

1.  I                      the brakes on my car                  last year. (check) 

2.  We                     our house                   by a housekeeper. (clean) 

3.  She                     the picture I gave her                  . (frame) 

4.  He                   his eyes                  because he can’t see well. (test) 

5.  My teacher                     his visa                   at immigration. (renew) 

Activity 2: Tell your tutor about yourself using had and got.  
練習2： 先生にあなたのことについてhadやgotを使って話してみましょう。	

何かをしてもらう	
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