Level A1 Business English

Sending A Package
小包を送る

Lesson 83

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

How much is it to send it by
courier?
宅配業者から送るといくらかかりますか？

2 SITUATION
状況
Rumi is asking how much it costs to send a package.
ルミは小包を送るのにいくらかかるか尋ねています。

3 ダイアログ
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。

Rumi: Hello. How much is it to send it
by courier?

ルミ：
こんにちは。これを宅配便で
日本に送るのにいくらかかりま
すか？

Staff : Let me see. To Japan… It costs
seven dollars.

スタッフ：
えっと、日本ですね。
7ドルです。

Rumi: How about by express package?

ルミ：
速達便だといかがですか？

Staff : 15 dollars.

スタッフ：
15ドルです。

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。

courier 宅配・配送業者
send 送る
let me see えっと
package 包み・小包

cost (いくら）かかる
express package

速達便
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

How much is it to send it by
courier?
宅配業者から送るといくらかかりますか？

Key Phrases For Sending Packages
荷物を送るときのキーフレーズ

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 it to send this by
courier to Japan?

これを宅配便で日本に送るのにいくらかかり
ますか？

I would like to send this package
by express.

この手紙を速達便で送りたいです。

Can I get a one dollar stamp?

1ドル切手を頂けますか？

What time does the post office
close?

郵便局は何時に閉まりますか？

6 ACTIVITY
練習
Activity :Match the statements below and practice with your tutor.
練習： 下記の文をマッチさせて、先生と会話の練習をしましょう。

1.How much is it to send this to Canada?
2.How many stamps do you need?
3.What time does the post office close?
4.How much faster is it to send it by express?
5.When will this parcel arrive in Japan?
6.What are the contents of this package?
In about 10 days.
5 stamps, please.

Hints
ヒント

stamp 切手
need 必要とする
close 閉まる
contents 内容物

candies 飴（candyの複数形）
jewellry アクセサリー
parcel 小包
arrive 到着する

（通常sをつけて複数形で）
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