Level A1 General English

Taking The Subway
地下鉄に乗る

Lesson 86

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Get off at the stop after
the next one.
次の次の駅で降りてください。

2 SITUATION
状況
Amy is asking which stop she should get off at.
エイミーはどの駅で降りるべきか尋ねています。

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。

Amy: Excuse me. I want to go to Meiji
Shrine. Should I get off here?

エイミー：
すみません。私は明治神宮に
行きたいです。ここで降りるべき
ですか？

Man : No. Get off at the stop after the
next one. The name of the stop is
Meiji-Jingumae.

男性：
いいえ、次の次の駅で降りて
ください。駅名は明治神宮前
です。

Amy: OK. Thanks a lot.

エイミー：
わかりました。ありがとうござい
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。
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Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd.

Level A1 General English

Taking The Subway
地下鉄に乗る

Lesson 86

5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

Get off at the stop after
the next one.
次の次の駅で降りてください。

Key Phrases For Taking The Subway
地下鉄に乗る時のキーフレーズ

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。

Get off at the next stop.

次の駅で降りてください。

Let’s get on the next subway.

次の地下鉄に乗りましょう。

All subway lines are delayed.
You have to transfer here.

地下鉄全線が遅れています。
ここで乗り換えないといけません。

Where is the subway entrance?

地下鉄の入り口はどこですか?

6 ACTIVITY
練習
Activity: Read the sentences and questions. Match them to the correct responses below.
練習： 下記の文と質問を読み、正しい答えとマッチさせましょう。

1. Sorry, I’ll be late. I missed the subway.
2. Let’s take the subway.
3. Where is the subway exit?
4. Where should we transfer?
5. May I have a subway map?
6. When is the next subway coming?
OK. Which subwa
uya station.
ib
h
y
S
lin
t
e
A
ill
w
I
are we taking?
Don’t worry.
.
a re !
wait for you
Just right there.
Here you
In 2 minutes.

Hints
ヒント

miss
（機会などを）逃す
subway 地下鉄
exit
出口

transfer
乗り換える
worry
心配する
right there すぐそこ
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