
SITUATION  
Hiroko is at customs. 
ヒロコは税関にいます。 

Officer: Hello, may I see your passport and customs     
              declaration form, please? 
 
Hiroko: Yes, here it is. 
 
Officer: Do you have anything to declare? 
 
Hiroko: I have nothing to declare. 
 
Officer: Can I ask what's in your suitcase? 
 
Hiroko: Just my personal belongings. 
 
Officer: Could you open your suitcase, please. Well,   
              what's this?  
 
Hiroko: It's cold medicine. 
 
Officer: Ok, thanks. Enjoy your stay. 

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。 	

係員： 
こんにちは。パスポートと税関申告書を見せて
ください。 
 
ヒロコ： 
はい、どうぞ。 
 
係員： 
申告するものはありますか？ 
 
ヒロコ： 
いいえ、ありません。 
 
係員： 
スーツケースの中には何が入っているかおた
ずねしていいですか？  
ヒロコ： 
私の身の回り品だけです。  
係員： 
スーツケースをあけていただけますか。ええと、
これはなんですか？ 
 
ヒロコ： 
かぜ薬です。 
 
係員： 
はい、ありがとうございます。滞在を楽しんで。 
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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 have nothing to declare. 
申告するものはありません。	
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customs declaration form　税関申告書 
personal belongings　           身の回り品 
medicine   薬 

At Customs 
税関にて 

declare　 申告する 
suitcase　スーツケース 
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LANGUAGE FOCUS  

At Customs 
税関にて	

Do you have anything to declare? 
Anything to declare? 
- I have nothing to declare. 
- No, nothing. 
- Yes, I have two bottles of whisky. 
- I have three cartons of cigarettes. 

How much does it cost?  
-About five thousand yen. 

This is a souvenir for my friend. 

Do you have any other bags? 

Are you bringing in any fruits or vegetables? 

Do you have any plants or seeds?　	

This is prohibited. 

We have to confiscate it. 

何か申告するものはありますか？ 

申告するものは？ 

―申告するものはありません。 

―いいえ、何も。 

―はい。ウィスキーを2本持っています。 

―たばこを3カートン持っています。 

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。 	

Level A2 General English 

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

これはどのくらいの値段がしますか？ 

―5000円くらいです。 

これは友達へのおみやげです。 
 

他にかばんはありますか？ 
 

くだものや野菜類を持ってきていますか？ 
 

植物や種は持っていますか？ 
 

これは禁止されています。 
 

没収しなくてはいけません。 

Activity :　 Practice the following dialogue with your tutor. Fill in the blanks with your own idea. 
練習：　下記のダイアログを先生と練習しましょう。空欄は自分のアイデアで埋めてみましょう。	

Tutor: Hello, may I see your passport and customs declaration form,   
          please? 

You  : Yes, here it is. 

Tutor: Do you have anything to declare? 

You  : ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 

Tutor: Could you open your suitcase, please. Well, what's this?  

You  : It‘s ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿. 	

Tutor: Ok, thanks. Enjoy your stay. 

Lesson 88 
At Customs 

税関にて 

I have nothing to declare. 
申告するものはありません。	

 	

Hints 
ヒント	

pickled plum　 梅干し 
cup noodle　   カップヌードル 
painkiller　　    鎮痛剤 
digestive medicine　胃腸薬 
dried seaweed　　海苔 
Japanese crackers　せんべい 
Japanese tea　 日本茶	
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