Level A2 Business English

Purchasing Bus Tickets
バスのチケットを購入する

Lesson 92

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Where can I purchase a ticket for
the airport bus?
空港行きのバスのチケットはどこで購入できますか？

2 SITUATION
状況
Mrs. Koga is trying to buy a ticket for the airport bus.
古賀さんは空港行きのバスチケットを買おうとしています。

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。

Mrs. Koga: Excuse me, where can I purchase a ticket
for the airport bus.
Attendant: You can purchase a ticket from the ticket
desk just over there or from the vending
machine at the bus stop.

古賀：
すみません、空港行きのバスチケットはどこ
で購入できますか？
アテンダント：
すぐそこのチケットデスクか、もしくはバス停
にある自動販売機にて購入することができ
ます。

Mrs. Koga: Do you know how much it is?

古賀：
いくらだかご存知ですか？

Attendant: It’s 1000 yen for the airport.

アテンダント：
空港まで１０００円です。

Mrs. Koga: Thank you, oh and where is the bus stop?

古賀：
ありがとうございます、あ、バス停はどこです
か？

Attendant: It’s just through those doors.

アテンダント：
それらのドアのすぐ先です。

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。

vending machine

自動販売機
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Where can I purchase a ticket for
the airport bus?
空港行きのバスのチケットはどこで購入できますか？

Purchasing Bus Tickets
提案をする

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。

Where can I buy / purchase a ticket for ______?

＿＿行きのチケットはどこで買えますか？

I need to get to the airport quickly.

空港まで早く着く必要があります。

Could you tell me how much it is?

いくらだか教えていただけますか？

Where is the bus stop / station?

バス停 / 駅 はどこですか？

Do you know how long it takes to get to ______?

＿＿に着くのにどのくらいかかるかわかりますか？

What’s the best way to get to ______?

＿＿に着くのに一番いい方法は何ですか？

What’s the fastest way to get to ______?

＿＿に着くのに一番早い方法は何ですか？

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Make a conversation using the situations below.
練習1： 下記の状況を使って、会話をしてみましょう。

You want the fastest way to the
airport from the city center. You
don’t care about the price.

You want to get to the city center
from the airport. You are not in a
rush and you’d like a cheap ticket.

Activity 2: How do you normally travel to the airport? What’s the best way to get to the airport?
練習2： 空港へは普段はどうやって行きますか？空港に行くのに一番いい方法は何ですか？
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