
SITUATION  

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。  

ジョーンズ： 
歩いて仕事に来ますか？ 
 
 
 
 
デイヴィス： 
いいえ、電車で仕事にきます。あな
たはどうですか？ 
 
 
 
ジョーンズ： 
私は通常バスに乗ります。でもとき
どき歩きます。徒歩で約20分です。 

Lesson 35 

今日のフレーズ 
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状況 

ダイアログ 

語い 

Leve1 A1 Business English 

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。  

私は電車で仕事に来ます。 

1 

2 

3 

4 

I come to work by train. 

come 来る 

work 働く  

on foot 徒歩で 

usually ふつうは 

sometimes 時々 

minute 分 

Talking About Travel Time    

移動手段・時間について話す 

Ms. Jones: Do you come to work on 

foot?    

         

Mr. Davis : No, I come to work by 

train. How about you?     

            

Ms. Jones: I usually take a bus but I 

sometimes walk. It takes 

about 20 minutes on foot.  

Ms. Jones is asking Mr. Davis how he gets to work. 

ジョーンズさんはデイヴィスさんに通勤手段を聞いています。 
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Lesson 35 
5 

Level A1 Business English 

Hints 
ヒント 

ACTIVITY 
練習 

6 

Talking About Travel Time    

移動手段・時間について話す 

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。  

I go to work by train. 

I go to work on foot.              

Talking About Travel Time 
移動手段・時間について話す 

電車で仕事に行きます。 

徒歩で仕事に行きます。 

How long does it take? 

It takes about an hour and a half. 

It takes half an hour. 

It takes a quarter of an hour.              

どのくらいかかりますか？ 

だいたい1時間半です。 

30分です。 

15分です。 

Activity1 :Read the cards below and answer the questions. 
練習1： 下記のカードを読んで、質問に答えましょう。 

Activity2 : Tell your tutor how you get to work and how long it takes.  
練習2： 先生にあなたの通勤手段と所要時間を言ってみましょう。 

1.Does Mr. Yamamoto take a train to go to work?  

2.How long does it take from Ms. Thomas’s home to her office? 

3.Does Ms. Anderson go to work on foot? 

4.Does Ms. Thomas get to work in half an hour? 

5.Does Mr. Yamamoto get to work in quarter of an hour? 

Name:Mr. Yamamoto 

How to commute: walk 

Time:10 minutes 

Name: Ms. Anderson 

How to commute: car 

Time:1 hour and 45 minutes 

Name: Ms. Thomas 

How to commute: subway 

Time: 25 minutes 

commute 通勤する 

bicycle 自転車 

subway  地下鉄 

 

on foot 徒歩で 

quarter 4分の1  

私は電車で仕事に来ます。 

I come to work by train. 
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