
SITUATION  

Mary is purchasing movie tickets for her children at a box-office window. 

メアリーは映画館の窓口で子供のための上映券を購入しています。 

Clerk: Hi, how may I help you? 

 

Mary: Well, two children for X-men at 5 o’clock,  

  please. 

 

Clerk: I’m sorry, that show is sold out. 

 

Mary: Ah…well, I’ll take the next show. 

 

Clerk: The next one starts at 9:30. Children must  

           be accompanied by an adult for shows  

           starting after 9:00. 

 

Mary: So, one adult and two children, please. 

DIALOGUE   

店員： 
こんにちは。いかがいたしましょう。 
 

メアリー： 
えっと、５時の「Xメン」を子供２枚 ください。 

 
 

店員： 

申し訳ございませんが、その回は売り切
れております。 
 
メアリー： 
あら…じゃあ、次の上映にします。 
 
店員： 
その次の回は９時半に始まります。 

９時以降に上映開始の映画では、子供に
は大人の付き添いがなければなりません。 

 
 
メアリー： 
じゃあ、大人１枚、子供２枚ください。 
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Children must be accompanied by an adult. 

子供には大人の付き添いがなければなりません。 
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purchase         購入する        sold out 売り切れ 

box-office window   チケット売り場         be accompanied by ～が同伴する 
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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。  

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。  



LANGUAGE FOCUS  

Explaining Rules 
規則を述べる 

Using “have to”, “should”, “must”,  

“must not” for stating rules 

子供には大人の付き添いがなければなりません。 

お客様の乗車券はなくさないようにお持ちください。 

入り口前は駐車禁止です。 

標識には、グリーン車に乗るには追加料金の 

支払いが必要と書いてあります。 

 

住宅所有者は資産税を支払わねばならない。 

規則を述べる”have to”, ”should”, ”must”, 

 “must not” の使い方 

今日のポイント 

Lesson 35 
Level A2 General English 

Children must be accompanied by an adult. 

子供には大人の付き添いがなければなりません。 

Children must be accompanied by an adult. 

Customers should keep their train ticket safe. 

Cars must not park in front of the entrance. 

The sign says we have to pay extra to sit in 

First Class. 

Homeowners have to pay property tax. 

ACTIVITY 
練習 

Activity: Read the notice for a sports club below and explain its rules, 

        using the expressions you have learned. 
練習 ：これはあるスポーツクラブの注意書きです。習った表現を使って、このクラブの規則を述べましょう。 
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Terms of use for our facility 
 

・Children under 5 are not permitted to use the gym. 
・Children between 6 and 10 years old can use the pool only  

when they are accompanied by their parent. 
・Be sure to shower before entering the pool. 

・Be sure to wear a swim cap when using the pool. 
・If you aren’t feeling well, DO NOT TRAIN. 

・If you have any doubt, please don’t hesitate to ask the staff. 
 

ABC SPORTS CLUB 

You have to take a shower before entering the pool. Hint 
ヒント 

Explaining Rules 

 規則を述べる 
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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。  


