Level A2 Business English

Giving/ Asking For Directions
道案内をする・道を尋ねる

Lesson 70

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

It is located next to a small park.
小さな公園の横にあります。

2 SITUATION
状況
Mr. Smith is lost on his way to Mr. Tanaka’s company.
スミスさんは田中さんの会社に行く途中で道に迷ってしまいます。

3 DIALOGUE
ダイアログ
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。

Mr. Smith : Hello, Mr. Tanaka. I’m on my way to your
office, but I seem to be lost.

スミス：
もしもし、田中さん。今御社に向かう途中
なんですが、道に迷ったようなんです。

Mr. Tanaka: Can you see any big buildings?

田中：
何か大きな建物とか見えますか？

Mr. Smith : Well…I can see a corn-shaped building across
the street.

スミス：
ええと…通りの向こうに円錐型の建物が
見えます。

Mr. Tanaka: Ah, I see. You can see a drug store next to it.
Turn left just before the store.

田中：
ああ、わかりました。その横に薬局が見え
るでしょう。それの手前を左に曲がってくだ
さい。

Mr. Smith : OK. And then?

スミス：
わかりました。それから？

Mr. Tanaka: Go down the street, and you’ll find a green
building. That’s our building. It is located next
to a small park.

田中：
その通りをまっすぐ行くと緑色の建物が見
えます。それがわが社のビルです。小さな
公園の横にあります。

4 VOCABULARY
語い
Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

corn-shaped
drug store

円錐形の
薬局

across the street 道の向こうに
be located
位置する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

It is located next to a small park.
小さな公園の横にあります。

Giving/ Asking for Directions
道案内や道の尋ね方を学びましょう

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

ASKING FOR DIRECTIONS

道の尋ね方

Could you tell me the way to the ABC building?

ABCビルディングへの行き方を教えていただ
けませんか。

Can I get to the station this way?

駅へ行くにはこの道でいいんでしょうか。

Where is the nearest place I can exchange money?

最寄りの両替所はどこでしょうか。

GIVING SOMEONE DIRECTIONS

道案内の仕方

Go down this street, and you’ll find it on your right.

この通りをまっすぐ行くと右手に見えます。

It’s located about 3 minutes away from here.

ここから3分くらいのところにあります。

Make a left [Turn left] at this corner.

この通りを左に曲がってください。

Turn right one block after the bank.

銀行の一つ先の角を右に曲がってください。

I’m sorry but I’m also a stranger around here.

すみませんが私もこの辺りはよくわからないん
です。

6 ACTIVITY
練習
Activity 1:Give the directions.

STATION
●bus stop

練習１：道案内をしてみましょう。

1. Excuse me, how can I get to ABC
Corporation?
—This person is now at A—

2. Could you tell me the way to the police
station?
—This person is now at B―

Post Office●
ABC ●
Corporation
Drugstore ●

Hotel Tokyo ●

●Library
●
Dentist

Bank
●
XYZ●
INC.

Convenience
●store
Yamane
Transport

●

3. I need to exchange money. Where
should I go?

PARK

A☆

●Money

Exchange

● Police Station
☆B

—This person is now in front of the station—

Activity 2: Your tutor will give you directions. Guess which is his/her destination.
練習2： 講師が道順を説明します。行き先がどこなのかあててみましょう。
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