
SITUATION  
Emi wants to exchange her money. 
エミはお金を両替したいです。 

Emi  　　     : I would like to change some yen.  
　　　　　   Where can I do that? 

　　 
Hotel Front Desk: We can exchange it if you have  
                     your passport with you. How   
                     much would you like to exchange? 
        
Emi   　　    : Here is my passport and I would  
                     like to change 50,000 yen, please.	

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。 	

エミ：	
円を両替したいんですが。	
どこでできますか？	
	
	
	
フロント係：	
もしパスポートをお持ちでしたら	
こちらでご両替致します。	
おいくらご両替致しますか？	

		
	

		
エミ：	
こちらが私のパスポートで、	
50,000円両替してください。	
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exchange/change　　両替する	

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。 	

I would like to change  
some yen. 
私は日本円を両替したいです。	
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passport　                パスポート	

how much　              いくら	
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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 78 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 rate　                    レート　	

between A and B  AとBとの間で 　	

change　              替える、両替する	

5 

I would like to exchange some  
yen for US dollars. 

Key Phrases For Exchanging Money 
お金を両替する時のキーフレーズ	

quarter　２５セント硬貨	

dime　    １０セント硬貨　　　	

私は日本円をUSドルに両替したいです。	

Please change a dollar bill into 2  
quarters and 5 dimes. 

Could you change a five dollar bill? 

私は日本円を両替したいです。	

What is the exchange rate between  
the yen and the US dollar?  

日本円とUSドルの為替レートはいくらですか？	

５ドルをくずしていただけますか？	

１ドル札を２５セント硬貨２枚と１０セント硬貨 
５枚に両替して下さい。	

Activity1: Match the following currencies and countries. 
練習1：　下記の通貨と国をマッチさせましょう。	

America 

US dollar	

England 

Pound 

France 
Euro 

Korea 

Won 

Brazil 

Real 

Vietnam Dong 

Thai Baht Chile 

e.g. Could you exchange ~?, Please change ~. 

Peso 

Activity2: Now practice exchanging these currencies with your tutor. 
練習2：　先生とこれらの通貨を両替する練習をしましょう。	

I would like to change  
some yen. 

練習	
6 ACTIVITY 
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