
SITUATION  
Miki is getting gas at the gas station. 
ミキはガソリンスタンドで給油しています。	

Staff: How much gas would you like?	
 
Miki : Could you fill it up? 
  
Staff: OK. Would you like your oil   
          checked too? 
	
Miki : Yes, 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。 	

店員：	
ガソリンをどのくらい入れましょうか。	
	
	
ミキ：	
満タンにしていただけますか？	
　　　　　	
	
店員：	
かしこまりました。オイルの点検も	
いたしましょうか？	
　　　　　	
　	
　　　　　　　	
ミキ：	
はい、お願いします。	

Lesson 82 
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 

gas 　                 ガソリン 
oil checked 　オイル点検	

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。 	

Could you fill it up? 
（ガソリンを）満タンにしていただけますか？	
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fill up　満タンにする　	
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

Lesson 82 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 self-service　セルフサービス	

windshield washer fluid 
ウインドウォッシャー（窓の洗浄液） 
liter　             リットル、リッター	

5 

Key Phrases At A Gas Station 
ガソリンスタンドでのキーフレーズ	

pay　           払う	

credit card　クレジットカード	

certainly　   かしこまりました	

major　        主要な	

(ガソリンを) 満タンにしていただけますか？	

こちらはセルフサービスのガソリンスタンド 
ですか、それともフルサービスのガソリン 
スタンドですか？	

ガソリンを入れる前に支払いますか、 
それとも後払いですか？	

Activity: Read the questions and match them with correct answers below.  
練習：　下記の質問文を読み正しい答えとマッチさせましょう。	

1. Is this a self-service station? 
2. Do you have any windshield washer fluid?	
3. Could you check the oil please? 
4. How much is the cost of gas per liter? 
5. Can I pay by credit card? 

オイル点検をしていただけますか？	

Could you fill it up?  

Yes, it is.	
Today it is $1.35. 

Yes, we do. How much 
would you like?	

Certainly.	

Yes, we accept all major 

credit cards. 

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。 	

Is this a self-service gas station or  
a full-service gas station? 

Could you fill it up? 
(ガソリンを)満タンにしていただけますか？	

Do I pay before I put the gas in or  
after? 
Could I have the oil checked? 

練習	6 ACTIVITY 
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