
SITUATION  
Erick is asking Rumi how to buy a train ticket. 
エリックはルミに電車の切符の買い方を尋ねています。 

Erick: Rumi, could you show me how to   
           buy a train ticket? 
                      	
Rumi: Sure. First push the destination  
           button. Next, you put the money  
           in. 
 
Erick: OK.	
	
Rumi: Now, the ticket will come out.	

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。 	

エリック： 
ルミ、電車の切符をどうやって買う
か教えてもらってもいい？ 
	
	
	
ルミ： 
いいわよ。まず行き先ボタンを押し
て。次にお金を入れて。　　　　　	
	
	
	
	
	
エリック： 
わかった。	
　　　　　　　 　	
　　　　　　　　	
ルミ： 
そしたら、チケットが出てくるわよ。	
	

Lesson 43 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

show　         示す	

how to use　～の使い方 
put　                 置く	

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。 	

First push the destination 
button. 
最初に行き先ボタンを押してください。	
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Giving Instructions  
使い方を説明する	

push　         押す	

destination　目的地	
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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 43 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 change　      お釣り	

pin number　暗証番号	

glass　         ガラス 
amount 　      金額	

	

5 

Activity1: Choose the correct sentences and explain how to use the following things.  
練習1：　右から正しい文を選び、次の物をどうやって使うかを説明しましょう。	

First, push the button.	
Next, put the coin in.	
Then, get the change.	
Now, the ticket will come out.	

Giving Instructions  
使い方を説明する	

account　口座種類　	
press 　   押す	

guess　   推測する	

初めにボタンを押してください。	

次にコインを入れてください。	

そして、お釣りをとってください。	

すると、チケットが出てきます。	

練習	
6 ACTIVITY 

1. ATM (=Automated teller machine) 

2. Photocopier	

First,                                                             .  

Next,                                                             .  

Then,                                                            .  

Now,                                                              . 

First,                                                            .  

Next,                                                            .  

Then,                                                           .  

 	

•  enter your PIN number 

•  put the paper down on  
 　　　the glass 

•  enter the amount 

•  take the copy 

•  select your account type 

•  put your card in 

•  press the start button 

Activity2: Mystery Thing. Give your tutor instructions to use something and let him/her  
               guess what it is. 
練習2：　物当てクイズです。何か物の使い方を説明して、先生にそれが何だか当ててもらいましょう。	

Giving Instructions  
使い方を説明する	

First push the destination 
button. 
最初に行き先ボタンを押して。	
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