
SITUATION  
Ken is asking a man about how to take a bus. 
ケンは男性にバスの乗り方を聞いています。 

Ken: Excuse me, does this bus go to Central Station? 
 
Man: Yes.  
 
Ken: Where can I get a ticket for the bus? 
 
Man: Well, you don't have to buy a ticket before riding.  

 You just need to pay the fare when you get off. 
 
Ken: Thank you. And do you know how much the fare is? 
 
Man: It's three dollars. I'll tell you when we get to  
         Central Station. 
 
Ken: Thank you for your help. 

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。 	

ケン： 
すみません、このバスはセントラル駅に行きますか？ 
 
男性： 
はい。 
 
ケン： 
どこでバスのチケットを買えばいいですか？ 
 
男性： 
ええと、乗る前にチケットを買う必要はなくて、君は降 
りるときに運賃を払うだけでいいんだよ。 
 
ケン： 
ありがとうございます。あと、運賃がいくらかかるかご 
存知ですか？ 
 
男性： 
3ドルです。セントラル駅に着いたら教えてあげるよ。 
 
 
ケン： 
ご親切にありがとうございます。 
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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。 	

Where can I get a ticket for the 
bus? 
バスのチケットはどこで手に入りますか？	

1 

2 

3 

4 

don’t have to~　～しなくてもよい 
 

Taking A Bus 
バスに乗る 

get off　　降りる 
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LANGUAGE FOCUS  

Taking A Bus 
バスに乗る	

Excuse me, I’d like to take a bus  
to Central Station. 

Excuse me, where is the bus stop for 
Central Station? 

Do you go to Central Station? 

How much is the fare to Central Station? 

What is the fare to Central Station? 

How much does it cost to go to Central 
Station?  

Could you please let me know when we get to 
Central Station? 

すみません、セントラル駅までバスに乗りたいんですが。 

 

すみません、セントラル駅行きのバス停はどこですか。 
 
 
（運転手に向かって） 
セントラル駅に行きますか？ 
 
セントラル駅への運賃はいくらですか？ 
 
セントラル駅への運賃はいくらですか？ 
 
セントラル駅に行くにはいくらかかりますか？ 
 
 

セントラル駅についたら教えていただけますか？ 

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。 	

5 

ACTIVITY 
練習	

Activity :　Complete the following dialogue using the expressions you’ve learned,  
　　　 then practice with your tutor. 

練習：　下記のダイアログを、これまでに習った表現を使って完成させて、先生と練習してみましょう。	

6 

Student: Excuse me, do you go to Central Station? 

Tutor    : Yes, I do. 

Student: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?	

Tutor    : It's 2 dollars. 

Student: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	

Tutor     : Sure, I will. 
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Where can I get a ticket for the bus? 
バスのチケットはどこで手に入りますか？	

Taking A Bus 
バスに乗る 
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