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移動

…に行くにはどの～に乗ればいいですか？

この Unit では「…に行くにはどの～に乗ればいいですか？」や「これは～に行きますか？」などのフレーズを学び
ます。海外滞在先で旅行する時はこれらのフレーズを使えるようになりましょう。

昨日までは

今日からは

目的地に行くバスに乗りたいけど、
何て言ったんだろう…

目的地へ行くバスに乗りたい時は"
Which ～ should I take to get to
…?"がサラッと出てくる。

Phrases of the day （今日のフレーズ）
下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。

１．

…に行くにはどの～に乗ればいいですか？：Which

～ should I take to get to …?

e.g. ウェストフィールドモールに行きたくてバス停で通勤者に：

Which bus should I take to get to Westfield Mall?
ウェストフィールドモールに行くにはどのバスに乗ればいいですか？

パラダイス大通りの行き方が分からなくて駅員に：

Which train should I take to get to Paradise Boulevard?
パラダイス大通りに行くにはどの電車に乗ればいいですか？

２．

これは～に行きますか？：Does

this go to ～?

e.g. 今から乗るバスがメインストリートに行くか確認したくて車掌さんに：

Does this go to Main Street?
これはメインストリートに行きますか？

到着した電車がユニオン駅に行くか聞きたくて：

Does this go to Union Station?
これはユニオン駅に行きますか？

近づいてくるバスがクイーンズ大通りに行くか確認したくて隣の人に：

Does this go to Queens Boulevard?
これはクイーンズ大通りに行きますか？
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much is the fare to ～?

e.g. ボストンまで行きたくて駅員さんに：

How much is the fare to Boston?
ボストンまでいくらですか？

アルトンタワー行きのバスに乗ることになり車掌さんに：

How much is the fare to Alton Towers?
アルトンタワーまでいくらですか？

4． 次の停車駅はどこですか？：

What’s the next stop?

e.g. 電車の中で寝てしまって、降りる駅を過ぎてしまったか知りたくて他の乗客に：

What's the next stop?
次の停車駅はどこですか？

次の停車駅がわからなくて他の乗客に：

What's the next stop?
次の停車駅はどこですか？

□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■※次のアクティビティへ進む前に黙読してください
日本国内でも地域によってバスの乗り方に違いがあるわけですが、それが国外となるとなおさらです。それだけ
に、今回の UNIT で学習した表現は海外へ行くと、大活躍してくれるはずです。
□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■※次のアクティビティへ進む前に黙読してください
また、今回のフレーズ以外でバスで使われる表現として大事なものは、exact fare（直訳は「「正確な運賃」
で、つまりお釣りが出ません）。transfer「乗り換え切符」flat fare「均一料金（どこまで乗っても同じ料
金）」などがあります。
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Fill in the blanks （穴埋め問題）
空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しましょう。
1． A： (Which) bus (should I take to) get to Michigan Stadium?
ミシガンスタジアムに行くにはどのバスに乗ればいいですか？
B： Take the Arbor Transit bus in front of the Hilton Hotel.
ヒルトンホテルの前にあるアーバー・トランジットに乗ってください。
２． A： Does (this go to) the Farmer’s Market?
これはファーマーズマーケットに行きますか？
B： No. Take the red bus labeled FM instead.
いいえ。代わりに FM のラベルが付いた赤いバスに乗ってください。

3． A： How (much is the fare to) Ashby?
アシュビーまでいくらですか？
B： It’s $2.
２ドルです。
４． A： What’s (the next stop)? I need to get off at Birkin Station.
次の駅はどこですか？バーキン駅で降りないといけないんです。
B： Aurora Station is next. Don’t worry, there are two more stations before Birkin.
次はオーロラ駅ですよ。大丈夫ですよ、バーキン駅まで２駅あります。
５． A： I’m sorry sir, but the hotel shuttle service is not available.
申し訳ございませんが、ホテルのシャトルサービスはご利用できません。
B： I got it. By the way, which bus (should I take to get to) the harbor?
わかりました。ところで港に行くにはどのバスに乗ればいいですか？
６． A： Excuse me, (does this go to) Brisbane?
すみません、これはブリスベンに行きますか？
B： No, it doesn’t. Take the bus over there.
いいえ、あそこのバスに乗ってください。
7． A： Good morning. Where are you headed to, sir?
おはようございます。どこに行かれるのですか？
B： Hello. (How much is the fare to) the Piaf museum?
こんにちは。ピアフ美術館までいくらですか？

８． A： (What’s the next stop)?
次の停車駅はどこですか？
B： It’s Aberdeen.
アバディーンですよ。
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（ロールプレイング）

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。
〔At the hotel‐ホテルで〕
A： (Which) bus (should I take, to get to) Victoria Harbor? They say the view there is breathtaking.
ビクトリア・ハーバーに行くにはどのバスに乗ればいいですか？景色が美しいと聞いたので。
B： Take Citybus Lines. There’s a bus stop right across from the hotel.
シティーバスラインに乗ってください。ホテルのすぐ向かいにバス停がありますので。
A： (How much is the fare to) the harbor?
ビクトリア・ハーバーまでいくらですか？
B： I believe it’s ten Hong Kong dollars. There will be seven stops before you reach it.
確か１０ドルですね。そこに到着するまで７つバス停がありますよ。

〔At the bus stop‐バス停で〕
A： (Does this go to) Victoria Harbor?
これはビクトリア・ハーバーに行きますか？
B： Yes, come on up.
はい、さぁ乗って。

〔20 minutes later, inside the bus‐２０分後、バスの中で〕
A： (What's the next stop)?
次のバス停はどこですか？
B： Lotus Park. After that, Harborview.
ロータスパークです。その後がハーバービューになります。
A： Thanks!
ありがとう！
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Let’s try（レッツトライ）
次のシチュエーションをイメージしてロールプレイを行い、全てのゴールをクリアしましょう。
シチュエーション１：
あなたは旅行でアメリカにきています。
シックスフラッグという遊園地にバスでいこうと思いバス停まできました。
近くの人に話しかけて、シックスフラッグにいくにはどのバスに乗ればいいかを確認しましょう。
会話は生徒から始まります。
ゴール：


近くの人に話しかけて、シックスフラッグにいくにはどのバスに乗ればいいかを確認する

シチュエーション２：
バスが来たので運転手に行き先と料金を確認する。
会話は講師から始まります。
ゴール：

バスがシックスフラッグに行くかバスの運転手さんに確認する

そこまでの運賃を聞く

In your own words

（フレーズ英作文）

下記のフレーズを使って３つ英文を作ってみましょう。
１． Which ～ should I take to get to …?
２． Does this go to ～?
３． How much is the fare to ～?

Say it in English

（英作文）

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。
１． ウェストフィールドモールに行くにはどのバスに乗ればいいですか？
→Which bus should I take to get to Westfield Mall?
２． これはメインストリートに行きますか？
→Does this go to Main Street?
３． ボストンまでいくらですか？
→How much is the fare to Boston?
４． 次の停車駅はどこですか？
→What's the next stop?
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