Lesson 27 テレビの使い方を説明する
How do I use the TV?

Taxi

Conversation
: Excuse me. How do I use the TV?
: Certainly. Just push the power button to turn it on.
: Thanks! How do I change the channel?
: Channels are limited, but the two buttons with arrows
beside the power button are for the volume.
The two beside those are to change the channel.
Passenger : Oh, that's wonderful thanks. I just want to see what the
weather is like.
Passenger
Driver
Passenger
Driver

※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
How do I use the TV?
How do I change the channel?
Can I use the TV?
Does the TV work?
Is there a movie channel?
Where's the volume?
Channels are limited.
Push the power button.
Push the button beside the ____ button.
The TV's not working.
The TV is broken.
There's no volume.

テレビを見るにはどうすればいいですか？
チャンネルはどうしたら変えられますか？
テレビを見てもいいですか？
テレビは見れますか？
映画チャンネルはありますか？
ボリュームボタンはどこですか？
チャンネル数には限りがあります。
電源ボタンを押して下さい。
____ ボタンの隣を押して下さい。
このテレビは動いてません。
このテレビは壊れています。
音が出ません。

Vocabulary and Pronunciation Practice
TV
channel
button
limited

テレビ
チャンネル
ボタン
限りがある

volume
arrows
beside
power

ボリューム
矢印
隣の
電源
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Lesson 27
How do I use the TV?

Taxi

Practice

Fill in the blank.
1. Does the

TV ______?
2. Can I use the ______?
3. Channels are ______.
4. Is there a movie ______?
5. Where's the ______?
6. Push the ______ button.
7. How do I ______ the TV?
8. Push the arrow _______.
9. How do I ______ the channel?
10. The TV's not ______.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

volume
working
power
channel
change
limited
work
use
button
TV

Listening

Listen to the following conversations. What does the driver say?
Conversation 1: _______________________
Conversation 2: _______________________
Conversation 3: _______________________
Conversation 4: __________________
Conversation 5: _______________________

Roleplay: Use the following information.
1. how do I use TV?/ power button
2. can I use the TV?/not working
3. does TV work?/ broken
4. change channel?/ push arrow button
5. where's volume?/ no volume
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Conversation 日本語訳
乗客
運転手
乗客
運転手
乗客

: すいません。テレビを見るにはどうすればいいですか？
: かしこまりました。電源ボタンを押してテレビをつけて下さい。
: ありがとう。チャンネルはどうしたら変えられますか？
: チャンネル数は限りがありますけど、電源ボタンの横にある
矢印がついた２つのボタンが、ボリュームです。その隣の２つで、チャンネルが変えられます。
: 素晴らしい、ありがとう。天気がどうなるか、ちょっと見たいです。

Listening Conversations:
Conversation 1:
Passenger
: Can I use the TV?
Driver
: Sure. Just push the power button to turn it on.
Conversation 2:
Passenger
: Does the TV work?
Driver
: Sorry. The TV isn't working.
Conversation 3:
Passenger
: Is there a movie channel?
Driver
: No, sorry. Channels are limited.
Conversation 4:
Passenger
: How do I change the channel.
Driver
: Push the arrow button beside the power button.
Conversation 5:
Passenger
: How do I use the TV?
Driver
: There is a manual in the door you can use to show you.
《日本語訳》
会話 1:
乗客
運転手

: テレビを見てもいいですか？
: はい。電源ボタンを押して、つけて下さい。

会話 2:
乗客
運転手

: テレビは見れますか？
: すいません、テレビは動いてません。

会話 3:
乗客
運転手

: 映画チャンネルはありますか？
: いえ、すいません、チャンネル数は限りがあります。

会話 4:
乗客
運転手

: チャンネルはどうやったら、変えられますか？
: 電源ボタンの隣の、矢印がついたボタンを押して下さい。
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