Leve1 A1 Business English

Asking About Prices
値段を尋ねる

Lesson 31

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

How much is it to send our
goods to Osaka by tomorrow?
明日までに大阪に商品を送るのにいくらかかりますか？

2 SITUATION
状況
Ms. Wood wants to send goods to Osaka by tomorrow.
ウッドさんは明日までに大阪に商品を送りたいです。

3 DIALOGUE
ダイアログ
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。

Ms. Wood: How much is it to send
our goods to Osaka by
tomorrow?
Well, it depends on the
size of the box. The regular
sized box costs 3,000 yen.

Delivery man:

Ms. Wood: OK. Could you pick it up?

ウッド：
明日までに大阪に商品を送るのに
いくらかかりますか？

宅配人：
箱のサイズによります。通常のサイ
ズの箱で、3,000円です。

ウッド：
分かりました。取りに来てくださいま
すか？

4 VOCABULARY
語い
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。

depends on ～次第
cost (いくら）かかる

regular
pick up

通常のサイズ
引き取る
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

How much is it to send our
goods to Osaka by tomorrow?
明日までに大阪に商品を送るのにいくらかかりますか？

Asking About Prices
値段の尋ね方

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。

How much is the USB?
It costs 25 dollars.

そのUSBはおいくらですか。

How much are the tickets?
They cost 300 pounds.

そのチケットはおいくらですか。

25ドルです。

300ポンドです。

6 ACTIVITY
練習
Activity1 :Look at the following menu and answer the questions.
練習1： 下記のメニューを見て、質問に答えましょう。

Food menu
Calamari
Buffalo wings
Caesar salad
BLT
Seafood pizza

Drink menu
$3.00
$8.00
$10.00
$5.50
$12.50

¥240
¥640
¥800
¥440
¥1,000

Beer
Wine
Orange juice
Coke
Mineral water

$8.75
$7.50
$3.00
$1.80
$1.00

¥700
¥600
¥240
¥144
¥80

1.How much is a caesar salad in US dollars?
2.How much is a beer in Japanese yen?
3.Does an orange juice cost 200 yen?
4.Does calamari cost $4.00?
5.How much are two orders of BLT?
6.You ordered one order of seafood pizza and wine.
How much is the total in US dollars?

Hints
ヒント

calamari カラマリ（輪切りにしたイカに衣を付けて揚げたもの。イタリア料理）
buffalo wings バッファロー・ウィング（鶏肉手羽先をカリカリなるまで揚げ、
スパイシー・ソースとブルーチーズで食べる）

caesar salad シーザーサラダ
BLT ベーコン、レタス、トマトサンドイッチ
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