
SITUATION  
Jack is going to the station by bus. 
ジャックはバスで駅に行っています。 

Jack: Excuse me. Does this bus go  
          to the station?             
    
Man : No, this bus goes to the ABC 
          hospital. You should take the  

　　No.4 bus. The bus stop is in  
   　　  front of the high school. 
 
Jack: OK. Thanks a lot. 

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。 	

ジャック： 
すみません。このバスは駅に行き	
ますか？	
	
	
	
男性： 
いいえ、このバスはABC病院に行き
ます。No.４バスに乗るといいですよ。
バス停は高校の前です。	
　　　　　	
	
	
	
	
	
ジャック： 
わかりました。ありがとうございます。　　　　　　　　　　	

Lesson 85 
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 

station 　    駅 
hospital　 病院 
bus stop　バス停 

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。 	

Does this bus go to 
the station? 
このバスは駅に行きますか？	

1 

2 

3 

4 
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in front of　   ～の前に 
high school　高校　	
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

Lesson 85 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 come　来る　	

tell　     言う 　	

get to　着く	

5 

Key Phrases For Taking A Bus 
バスに乗る時のキーフレーズ	

get off　   降りる	

terminal　終点、終着駅　	

このバスは駅に行きますか？	

バス停はどこですか？	

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

1. What time does the next No.1 bus come? 
2. How often does the No.1 bus come? 
3. Could you tell me when we get to the station? 
4. What time is the last bus to the station? 
5. Where are you getting off? 
6. Does this bus go to the station? 

どのくらいの頻度でバスは来ますか？	

Does this bus go to the station?  

Sure. 

11:55 pm. Yes, it does. At 6:20 pm. 

Every 10 minutes. 

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。 	

I want to get off here.  

Where is the bus stop?  

ここで降りたいです。	

Where can I get the bus?  

At the terminal. 

どこからバスに乗れますか？	

How often does the bus come?  

Does this bus go to the 
station? 
このバスは駅に行きますか？	

練習	6 ACTIVITY 
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