Lesson 40 振り替え乗車について説明する
You can take the bus from..
Conversation
Station Staff
Passenger

Train Station

: Can I help you?
: Yes, hello. I just saw on the information
board that my train has been cancelled. I
really need to get to my meeting.
: Don’t worry, you can take the bus from just
in front of the South exit.
: Do I have to buy another ticket?
: No, you don’t have to. You can use the same
ticket. Just show it to the driver.

Station Staff
Passenger
Station Staff

※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus

Can I help you?
I just saw..
…. has been cancelled.
You can take .. from..
The bus goes from..
There is a bus leaving from..
Do I have to..?
Just show it..to..
I really need to..
I have to..
I must..
Get to..

何かお困りですか？
今、見ました。
～はキャンセルされました。
～（場所）から、～（乗り物）に乗れます。
バスは、～から出発します。
～から出発するバスがあります。
～しなければなりませんか？
～（物）を～（人）にお見せ下さい。
本当に、～する必要があります。
～しなければなりません。
～へ行って下さい。

Vocabulary and Pronunciation Practice

information board
meeting
south
driver

案内表示板
会議
南
運転手

cancelled
in front of
another
show

キャンセルされた
～の前に
もう一つの
見せる
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Lesson 40
You can take the bus from..

Train Station

Practice

You can take the bus from in front of..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Exit nineteen
Exit fourteen
Exit seven.
Exit three.
Exit sixteen.
Exit twenty.
Exit eleven.
Exit twelve.
Exit seventeen.
Exit one.

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

1
16
7
11
17
3
14
19
20
12

Listening
Listen to the following conversations. Where does the passenger need to take the
bus from?
Conversation 1: _______________________
Conversation 2: _______________________
Conversation 3: _______________________
Conversation 4: _______________________
Conversation 5: _______________________

Roleplay: Use the following information.
1. Train to Odawara / in front of South exit / 11:15 AM.
2. Train to Nikko / in front of East exit / in 10 minutes.
3. Train to Okayama / bus centre / in 1 hour.
4. Train to Hamamatsu / in front of exit 7 / in 15 minutes.
5. Train to Ueno / in front of South exit / soon.
6. Train to Chiba / bus stop 3 / in 5 minutes.
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Conversation 日本語訳
駅員:
乗客:
駅員:
乗客:
駅員:

何かお困りですか？
はい、こんにちは。今、案内表示板を見て、私の電車がキャンセルされたことを知りました。
会議に行けないと大変です。
心配しないで下さい。南口のすぐ前から、バスに乗れます。
また切符を買わなくてはなりませんか？
いえ、その必要はありません。同じ切符が使えます。運転手にお見せ下さい。

Listening Conversations:
Conversation 1:
Passenger:
Excuse me but my train has been cancelled.
Station Staff:
That’s the Nagoya train, right? You can take the bus from the North exit.
It leaves in 5 minutes.
Conversation 2:
Passenger:
I am sorry but my train has been cancelled. What should I do?
Station Staff:
That’s the Tokyo train, isn’t it? You can take the bus from the East exit.
It leaves soon. Please hurry.
Conversation 3:
Passenger:
Excuse me but I think my train has been cancelled. Is there another one?
Station Staff:
That’s the Nikko train, right? You can take the bus from Exit 14. It leaves at 10:30.
Conversation 4:
Passenger:
The information board says that my train has been cancelled. Is there a bus?
Station Staff:
That’s the train to Chiba, right?
You can take the bus from bus centre. It leaves in 10 minutes.
Conversation 5:
Passenger:
Hello, I am afraid that my train has been cancelled due to the snow.
Station Staff:
That’s the Osaka train, isn’t it? You can take the coach from the North exit.
It leaves in 5 minutes.
《日本語訳》
会話 1:
乗客:
駅員:

すみませんが、私の電車がキャンセルされました。
それは、名古屋行きの電車ですよね？北口からバスに乗れます。５分後に出発します。

会話 2:
乗客:
駅員:

すみませんが、私の電車がキャンセルされました。どうすれば良いですか？
それは、東京行きの電車ですよね？東口からバスに乗れます。すぐ出発します。急いで下さい

会話 3:
乗客:
駅員:

すみませんが、私の電車がキャンセルされたようです。代わりの電車はありますか？
それは、日光行きの電車ですよね？１４番出口からバスに乗れます。10:30の出発です。

会話 4:
乗客:
駅員:

案内表示板によると、私の電車がキャンセルされました。 バスはありますか？
それは、千葉行きの電車ですよね？バスセンターから、バスに乗れます。10分で出発です

会話 5:
乗客:
駅員:

こんにちは。残念ながら、雪のため私の電車がキャンセルになりました。
それは、大阪行きの電車ですよね？北口から長距離バスに乗れます。５分で出発です。
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