Leve1 A1 Business English

Giving Instructions
使い方を説明する

Lesson 43

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

First select the paper size
that you want.
最初にあなたの希望する用紙のサイズを選んでください。

2 SITUATION
状況
Mr. Hall is asking Ms. Lee how to use the copy machine.
ホールさんはリーさんにコピー機の使い方を尋ねています。

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。

Mr. Hall: Could you show me how to make
a photocopy of this?

ホール：
これのコピーの取り方を教えて
いただけますか？

Ms. Lee: Sure. First select the paper size
that you want. Next, select the
color.

リー：
いいですよ。最初にあなたの希
望する用紙のサイズを選んでく
ださい。次に色を選択してくださ
い。

Mr. Hall: OK.

ホール：
わかりました。

Ms. Lee: Then, press the start button.
And now, you can take the copy.

リー：
そして、スタートボタンを押してく
ださい。さぁ、コピーがとれます。

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。

show 示す
how to use ～の使い方
make a photocopy コピーをとる

select 選ぶ
press 押す
take 撮る
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

First select the paper size
that you want.
最初にあなたの希望する用紙のサイズを選んでください。

Giving Instructions
使い方を説明する

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。
初めに用紙のサイズを選んでください。

First, select the paper size.
Next, select the color.
Then, press the start button.
Now, you can take the copy.

次に色を選んでください。
そして、スタートボタンを押してください。
さぁ、あなたはコピーをとることができます。

6 ACTIVITY
練習
Activity1 :Choose the correct sentences and explain how to use the following things.
練習1： 右から正しい文を選び、次の物をどうやって使うかを説明しましょう。

•put the coin in

1.Ticket-vending machine
First

.

•dial the number

Next,

.

•push the destination button

Then,

.

Now,

.

•press the start button
•the ticket will come out

2.FAX machine
First

.

•get the change

Next,

.

•insert the paper

Then,

.

Activity2 : Mystery Thing.
Give your tutor instructions to use something and let them guess what it is.

.

練習2： 物当てクイズです。何か物の使い方を説明して、先生にそれが何だか当ててもらいましょう。

Hints
ヒント
vending machine 自動販売機
put 置く
destination 目的地

press 押す
insert 入れる
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