
SITUATION  
Sally and Kate are talking about directions in a guide book. 
サリーとケイトはガイドブックを見ながら道順について話しています。 

Sally : How shall we get to the theater? 
 
Kate : This book says it is a ten-minute walk 

　　from the station. 
 
Sally : It’s not so far. Well, what time is it 
           now? 
 
Kate : It’s 5:30. We have half an hour before  
           the musical starts. 
 
Sally : OK, we can walk there. Let’s go. 

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。 	

サリー： 
どうやって劇場へ行きましょうか。	
	
ケイト ： 
この本には駅から歩いて１０分って書いて
あるわ。	
	
	
サリー： 
そんなに遠くないわね…で、今何時？	
	
	
	
ケイト ： 
５時半よ。 
ミュージカルが始まるまであと３０分ね。	
	
	
サリー： 
よし、歩いて行けるわね。行きましょう。	
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theater         　劇場                               guide book　           ガイドブック	

           　　 a ten-minute walk　 歩いて１０分 

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。 	

This book says it is a ten-minute walk 
from the station. 
この本には駅から歩いて１０分と書いてあります。	
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LANGUAGE FOCUS  

Using It to Talk About Distance, Time and Weather 
itを使って距離や時間、天候を表す	

TALKING ABOUT DISTANCE 
This book says it is a ten-minute walk from the 
station. 

It’s very far from here to the stadium. 

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 72 
Level A2 General English 

This book says it is a ten-minute walk 
from the station. 
この本には駅から歩いて１０分と書いてあります。	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Please answer your tutor’s questions. 
練習1： 講師の質問に答えましょう。	
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1.  Tutor: How is the weather there? 
      You :     . 
2.  Tutor: What time is it now there? 
      You :                                                                        . 
3.  Tutor: How far is it from your house to work [school / university / the nearby station 

etc..]? 
      You :                                                                        . 

距離を表す	

この本には駅から歩いて１０分と書いてあります。 

 
ここからスタジアムまではかなり遠いですよ。 

TALKING ABOUT TIME OR　DATE 
What time is it now?—It’s 5:30. 

It is[has been] 3 years since we got married. 

時間や日付を表す	

今何時ですか。－５時半です。 
 

私たちが結婚してから３年です。 

Activity 2: Ask your tutor the questions above or use your own ideas. 
練習2： 上記の質問を使うかもしくは自分で考えて、先生に質問してみましょう。	

TALKING ABOUT WEATHER 
It’s raining now. 

It looks like snow. 

天候を表す	

今雨が降っています。 
 

雪が降っているようです。 
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