
SITUATION  
Mrs. Smith is asking her coworker Mr. Watanabe how he commutes to work. 
スミスさんは同僚のワタナベさんにどのように通勤しているか尋ねています。	

Mrs. Smith     : How do you commute to work?  
                    You are always the first to get  
                    to work. 
 
Mr. Watanabe: I cycle to work. Cycling  early in  
                    the morning wakes me up!  
 
Mrs. Smith     : That’ s true. I take the crowded 

train every morning. 
 

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。 	

	
スミス：　	
あなたはどうやって通勤しているの
ですか？いつも一番に職場に着き
ますよね。	
	
	
	
ワタナベ：	
私は自転車で通勤しています。	
早朝自転車に乗るのは目が覚めま
すよ！	
	
	
スミス：	
その通りですね。私は毎朝混雑した
電車に乗っています。	

Lesson 6 
Using “How” To Make Questions 

　Howを使って質問する	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 Business English 

get to work　　 出社する 
cycle to work  自転車通勤する 
        	

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。 	

How do you commute to 
work? 
 あなたはどのように通勤していますか？	

1 

2 

3 

4 

crowded　　　混雑した        	
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LANGUAGE FOCUS  

Making Questions Using “How~?” 
Howを使った質問	

How do you get to the Yokohama branch? 

どのようにメールをチェックしますか？	

横浜支社まではどうやって行きますか？	

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 6  
Level A2 Business English 

How do you commute to 
work? 
あなたはどのように通勤していますか？	

How many items did you purchase? 

そのソフトウェアはいくらですか？	

いくつの品物を購入しましたか？	

How much is the software? 

ACTIVITY 
練習	

Activity1 : Make questions using “how” “how many” “how much”. 
練習1： How、How many、How much を使って質問を作ってみましょう。 	

Hints 
ヒント	

 chart              図表  
 component 　部品 
 directions  　   方向、方角 

5 

6 

How ~ ?　Asking about instructions 
and conditions  

 1.  make the chart    

 2.  number of people in the office 

 3.  price of the component 

How do you check your e-mail? 

How much / How many ~ ? 

Activity 2 : Answer the questions below. 
練習2：　下記の質問に答えてみましょう。 	

 手段 / 状態を尋ねる	

数量を尋ねる	

How many copies do you need? あなたは何部コピーがいりますか？	

 4.  directions to head office 

 1.  How do you commute to work? 

 2.  How do you check your email? 

How was the meeting? 会議はどうでしたか？	

Using “How” To Make Questions 
　Howを使って質問する	
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