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how can I pay the fare?
Excuse me,

（料金はどうやって払いますか？）

語尾を上げながら
発音するのが
ポイントです！

【P2】役立つ情報＆熊本で気軽に英会話体験ができるイベントを紹介します！

「うまく聞き取れなかった…」。そんな時も、慌てずにもう一度言ってもらえるようお願いすると、Very Good！

「何を聞かれたのか、分からなかった…涙」

桜の馬場 城彩苑 総合観光案内所
平山さん・名倉さん

観光案内所スタッフとして、日本
人・外国人問わず、熊本を訪れる
人々に観光案内をしています！

・Please speak slowly.
（少しゆっくり話してもらえませんか？）

・Could you say that again?
（もう一度言ってくれませんか？）

・Pardon?
・Sorry?
・Excuse me?

【定番の聞き返しフレーズ】 【もう少し具体的に聞き返すなら…】

熊本に住んでいると当たり
前に使える「市電」ですが、
外国人にとっては分からな
いことだらけなんだとか！

Q. Does this tram go to Kumamoto station?（この電車は熊本駅に行きますか？）
A. Ｎo， please get on the A-line.

（パードゥン？） スピーク スローリー

セイ ザット アゲイン

観光地への行き方はもちろん、古い
ガイドブックの情報しか知らない外
国人も多く、地震や熊本城の状況を
知らない人も案外いるそう

●near（ニア）= の近く　●in front of （イン フロント 
オブ）＝の前　●behind（ビハインド） =の後ろ

●go straight（ゴー ストレイト）＝まっすぐ進む
●turn right/left（ターン ライト/レフト）＝右/左に曲がる

     Can I enter 
Kumamoto Castle ?

エンター

このお二人に

教えてもらい

ました！

観光地あるある

（熊本城に入れますか？）

（熊本地震の影響で、工事中です。
　　ですが、日曜と祝日だけ入れます）

ほかにも…

ほかにも…

レイガンドウ

サーティー　ミニッツ バス

（霊巌洞までどれくらいかかりますか？）

（バスで約30分くらいです）

辛子蓮根 

「lotus root with
Japanese mustard」

馬 刺 し
 「raw horse meat 

」

熊本名物
 in English! 

□場所を示すのに便利な英単語

□移動に関する英単語

ザ  フェア

キャッシュ ICカード

フラット フェア

（現金かICカードで払えます！
          一律料金で170円です）

市電（路面電車）は英語で

「tram（トラム）」
「city tram」
または「street car」
と言うことが多いです！

Cash or  IC card !

（どこから乗る/降りるの？）
Q. From which door should I （get on / get off） the tram?

ゲットオン　     ゲットオフ

（うしろ側 / まえ側）
バック　サイド フロント　サイド

エーライン
（いいえ、Ａ系統に乗ってください）

□市電に関する英単語

●change trams（チェンジ トラムズ）
　                                        =市電を乗り換える
●It runs every 5 minutes.
   （イット ランズ エブリイ ファイブ ミニッツ）
         　　　　　 =五分おきに運行しています

●last tram（ラスト トラム）＝終電

●one way fare（ワン ウェイ フェア）
　                           　　　　  ＝片道運賃

No, it’s under reconstruction because of 

Kumamoto Earthquake.
But you can enter it only on

Sundays and national holidays. 

リコンストラクション

アースクェイク

ナショナル ホリデイズサンデイズ

Q. Where is   Suizenji Park ?
A. It’s near Suizenji Park tram stop.

スイゼンジ　パーク
（水前寺公園はどこですか？）

（水前寺公園電停の近くです）
トラム

Q. How long does it take to   Reigando ?

A. It takes about 30 minutes by bus.

It’s a flat fare, 170yen!

A. Back side. / Front side.

観光やスポーツ観戦など、今年はたくさんの外国人が来熊してい
ます。今回は、熊本で外国人が迷いがちなトピックを中心に、街ナ
カで外国人に話しかけられた時に使えるフレーズを紹介します！

市電の使い方
     Can I 
Kumamoto Castle

あるある

辛子蓮根 

「lotus root with
Japanese mustard」

馬 刺 
 「

national holidaysnational holidays. 

, 170yen!

観光やスポーツ観戦など、今年はたくさんの外国人が来熊してい
ます。今回は、熊本で外国人が迷いがちなトピックを中心に、街ナ
カで外国人に話しかけられた時に使えるフレーズを紹介します！

プロカメラマンが

お子さんの写真を

撮ってくれます！

プロカメラマンが

お子さんの写真を

撮ってくれます！

11/19 火 13時～
ママのための気になる
お金セミナー
会場／熊日RKK住宅展
        エスバイエルの住まい 熊本

申込／QRから
　　　事前予約を！
Tel.096（200）7736

ベビーフォト
グラファー

川中恵里香さん

私が
撮影します！

限定6組

参加費／1500円（税込）


