
SITUATION  
Yuta is talking with his friend, Mary.  
ユウタは友達のメアリーと話しています。	

Mary: Hey, Yuta. How was the new restaurant last night? 
 
Yuta : It was a bit embarrassing. 
 
Mary: Why? What happened? 
 
Yuta : When we went to the restaurant, they said that they had 

no reservation for us.  
	
Mary: Really? That’s too bad.	
 
Yuta : So they made us wait for 40 minutes to prepare a table. 
	

Mary: It wasn’t your day. But you should have confirmed the 
reservation. 

	

Yuta : Yeah, I should have done that.	

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。 	

メアリー：　 
やあ、ユウタ、新しくオープンしたレスト
ランでの昨夜の食事はどうだったの？	
	
ユウタ： 
ちょっとバツが悪かったよ。	
	
メアリー：	
なんで？何かあったの？	
 
ユウタ：	
僕たちがレストランに行った時、(予約し
てあったはずなのに)予約されていない
って言われたんだよ。	
 
メアリー：	
本当？それはひどいわね。	
 
ユウタ：	
そうなんだ、それでテーブルを用意する
のに４０分も待たされたんだよ。	 
メアリー：	
ついてなかったのね。でもあなたも予約
を確認するべきだったわね。	
 
ユウタ：	
そうだね。そうするべきだったよ。	
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今日のフレーズ	
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prepare　  用意する        embarrassing          決まりの悪い、恥ずかしい 
exist　      存在する        it wasn’t your day　 ついてなかった      　       　　　　　　　　　　　　　　
confirm 　 確かめる	

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。 	

You should have confirmed 
the reservation.	
予約を確かめるべきだった。	
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LANGUAGE FOCUS  

Should Have Done 
～するべきだった	

私は学生の時、英語を勉強するべき
だった。 

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。 	

私は昨夜のパーティーに行くべきでは
なかった。	

I shouldn’t have gone to that party last night. 

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

I should have studied English when I was a  
student. 	

You should have confirmed 
the reservation. 
予約を確かめるべきだった。	

Lesson 62 
Should Have Done 

～するべきだった	
Level B1 General English 

Activity 2: Tell your tutor about things you should or shouldn’t have done recently.  
練習2：　最近あなたがするべきだったこと、もしくはするべきでなかったことについて先生に話してみましょう。	
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1.  go 
2.  say 
3.  be 
4.  check 
5.  take 
6.  eat 
7.  make 
8.  send 
9.  tell 
10. understand 

Activity 1: Change the verbs into the correct form then make sentences using  
                “should have” or “shouldn’t have”.  
練習1：　動詞を正しい形にして、「should have（するべきだったこと）」、もしくは「shouldn’t have 
　　　　　（するべきでなかったこと） 」を使って作文してみましょう。	

1.  gone 
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    


