
SITUATION  
Ryo and Erick are talking about prices. 
リョウとエリックは値段について話しています。	

Ryo  : How much is the CD? 
  
Erick: It costs around 25 dollars. 
        
Ryo  : In Japanese yen? 
 
Erick: Probably around 2,000 yen.	
          

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。 	

リョウ：	
そのCDはいくらですか？	
　	
	
エリック：	
２５ドルぐらいだね。	
	
	
リョウ：	
日本円では？	
	
　　　　　　　 　　　　　　　　	
エリック：	
たぶん２千円ぐらいだね。	
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how much~　～はいくらですか？	

cost　           （お金・費用が）かかる	

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 much is the CD? 
そのCDはおいくらですか。	
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around　   だいたい 
probably　多分　	
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LANGUAGE FOCUS  
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 32 
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Hints 
ヒント	

french fries　フライドポテト	

regular　       標準の	

5 

Activity: Look at the following menu and answer the questions.  
練習：　下記のメニューを見て、質問に答えましょう。	

How much is the CD? 
It costs 10 dollars. 
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そのCDはおいくらですか。	

10ドルです。	

練習	
6 ACTIVITY 

1. How much is popcorn in US dollars? 
2. How much is tea in Japanese yen? 
3. Does mineral water cost 200 yen? 
4. Does a cheese burger cost $4.00? 
5. How much are two orders of onion rings? 
6. You ordered one order of french fries and a coffee. How much is  
    the total in US dollars? 

How much are the tickets? 
They cost 300 pounds. 

そのチケットはおいくらですか。	

300ポンドです。	

How much is the CD? 
そのCDはおいくらですか。	

Food menu Drink menu 
French fries　     $3.00 　   ¥240　 
Onion rings        $2.00 　   ¥160　 
Hamburger　      $4.00　    ¥320　 
Cheese burger   $5.50 　   ¥440　 
Popcorn             $2.50 　   ¥200　 

Coffee     　 　    $2.00 　   ¥160　 
Tea                    $2.50 　   ¥200　	
Orange juice   　$3.00 　   ¥240　 
Coke                 $1.80 　   ¥144　 
Mineral water    $1.00　    ¥80  　 

US dollar　米ドル 
pound　    ポンド（英国）	

Asking About Prices  
値段を尋ねる	
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