レベル

言語活動

カテゴリー

A1

やりとり

旅行･交通

「できる１」
5課

JF Can-do：
CEFR Can-do：数や量、費用、時間を扱うことができる。
My Can-do：行きたいプログラムについて情報を得ることができる。
プログラムについて簡単な説明ができる。
異文化メモ：
「とんぼりクルーズ」の紹介
場面・トピック：旅行･交通
素材：：「とんぼりクルーズ」のパンフレット
道頓堀などの写真
文法：いくらですか（4 課）
…に…があります（３課）
しゅうゆう

むりょう

語彙： 周 遊 パス、無 料 、大人、…という…
はし

げきじょう

てら

みせ

ふね、リバークルーズ、橋 、 劇 場 、お寺 、店
どう とん ぼり

しょうちくざ

「道頓堀」
、
「松竹座」
、かぶき
タスク：案内所で「とんぼりクルーズ」について聞く／説明する
教案


導入：学生に大阪の名所ならどこを知っているか聞いてみる。なんばが答えに入っ
ていなかったら、ちょっとした紹介をする。
「とんぼりリバークルーズ」について
ビデオを見せながら、有名な建物などを紹介する。施設名の確認をする。
参考：
とんぼりリバークルーズ動画
＜https://www.youtube.com/watch?v=iAakA2uQN-c＞
とんぼりリバークルーズパンフレット
＜http://www.ipponmatsu.co.jp/gallery/images/pdf/tonbori-jp-150224.pdf＞



会話例を一緒に見る



ペアでロールプレイさせる



入れ替え練習をやらせる

入れ替え練習例：
しゅうゆう

むりょう

ふね

かいゆうかん

サンタマリアクルーズ：1600 円、周 遊 パスで無料、50 分かかる、船から「海遊館」とい
すいぞくかん

しゅっぱつ

ま いじ

う水族館とユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどを見ることができる。出 発 は毎時0 分

解答・会話例
かんこうきゃく

A（観 光 客 ）
：あのう、すみません。
「とんぼりリバークルーズ」の大人のきっぷはいく
らですか。
あん ないじょ

B（案内所の人）
：
「とんぼりリバークルーズ」ですね。ちょっと待ってください。
…はい。７００円です。
A：あのう、この周遊パスがありますが、これでいくらですか。
むりょう

B：無料です。
A：そうですか。いいですね。リバークルーズはどのぐらいかかりますか。
みせ

しょうちくざ

B：２０分です。ふねから「ドンキホーテ」の店や GlicoMan や「松竹座」というかぶき
げきじょう

の劇 場 などを見ることができます。
ふね

A：そうですか。今１４時５分ですね。つぎの船は何時ですか。
B：１４時半です。
A：じゃ、まだ時間がありますね。この近くにどんなところがありますか。
はし

どう とん ぼり

ほう ぜ ん じ

てら

B：そうですね。たくさんの橋や「道頓堀」や「法善寺」というお寺があります。
A: ありがとうございました。

ロールプレイ用カード
かんこうきゃく

Ａ (観 光 客 )
「うきよえかん」へ

えき

行きました。

駅に

もどって、あんないじょの人

に「とんぼり

リバークルーズ」について聞いてください。
1, 大人のきっぷは いくらですか。
___________________________________________
2, 「大阪周遊（おおさかしゅうゆう）パス」をもっています。いくらですか。
___________________________________________
3, クルーズは どのぐらい

かかりますか。

___________________________________________
4, 何を見ることができますか。
___________________________________________
5, 今 14:05 です。 つぎのふねは何時ですか。
___________________________________________
ゆうめい

6, ちかくにどんな有名なところがありますか。
___________________________________________
あん ないじょ

Ｂ（案内所の人）
なんば駅の あんないじょで はたらいています。外国人が 来て、
「とんぼりリバークル
ーズ」について 聞きます。パンフレット を 見て、こたえてください。
1, __________________________________________
2, __________________________________________
3, __________________________________________
4, __________________________________________
5, __________________________________________
6, __________________________________________

Szituációs kártyák
A (turista)
Megnézted az ukijoe-múzeumot. Visszamész az állomásra, és az információs pultnál a
Tombori Hajókirándulásról kérdezel. Kérdezd meg, hogy

1, mennyibe kerül a felnőttjegy?
___________________________________________
2, ha van egynapos kártyád, mennyibe kerül?
___________________________________________
3, hány perces az út?
___________________________________________
4, mit lehet látni a hajóút alatt?
___________________________________________
5, Most 14:05 van. Mikor indul a következő hajó?
___________________________________________
6, milyen nevezetességek vannak a környéken?
___________________________________________

B (információs iroda dolgozója)
Az állomás információs irodáján dolgozol. Egy külföldi a Tombori Hajókirándulásról
kérdez. A pamflet és alapján válaszolj a kérdéseire! Mutass fényképeket!
1, __________________________________________
2, __________________________________________
3, __________________________________________
4, __________________________________________
5, __________________________________________
6, __________________________________________

＜参考資料＞

Dótombori

Don Quijote

Kani Dóraku Honten

GlicoMan

Minatomachi River Place

