Level B1 Business English

Giving Directions
道案内をする

Lesson 4

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Could you tell me how to
get there?
そこへはどのようにして行くのか教えていただけますか？

2 SITUATION
状況
Akira and Mr. Walsh are talking.
陽とウォルシュ氏が話しています。

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。

Akira

: Alright. So I’ll see you at 10
tomorrow then.

陽：
では。明日10時ですね。

Mr. Walsh: Sure. Uh, it’s been a while since I
last went to West Branch. Could
you tell me how to get there?
Akira

ウォルシュ：
はい。ええと、西支社に行ったのは随分前の
ことなのです。どうやって行けばいいのか教え
ていただけますか。

: It’s only five minutes from the
station. Go down the main street till
you get to Marin Bank then turn
right. Walk half a block and you’ll
see a brown building. That’s where
our office is located.

Mr. Walsh: Go down the main street and turn
right at Marin Bank then walk half
a block. Is that right?
Akira

: Uh huh. If you get lost, just give me
a call, okay?

陽：
駅からはほんの5分ですよ。メインストリートを
まっすぐ進んで、マリン銀行まで来たら右に曲
がってください。半ブロックも進めば茶色い建
物が見えます。その建物の中にオフィスがあ
ります。
ウォルシュ：
メインストリートをまっすぐ行って、マリン銀行
で右に曲がる。そして半ブロック進む、で合っ
ていますか？
陽：
その通りです。もし道に迷ったら電話ください。

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。

while しばらく
branch 支社、支店
locate 位置する

get lost 道に迷う
give A a call Aに電話をする
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Could you tell me how to
get there?
そこへはどのようにして行くのか教えていただけますか？

Asking for Directions
道順を尋ねる

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。

Could you tell me the way to the
Tokyo Branch / conference center / Head office?

東京支社・コンファレンスセンター・本部オフィスへ
どう行けばいいか教えていただけますか。

How can I get to the head office from the station?

駅から本社まで、どう行けばいいですか。

Could you give me directions to the station?

駅までの道を教えていただけますか。

Giving Directions
道案内をする

Go straight for three blocks.

３ブロックまっすぐ進んでください。

Turn left / right at the lights.

信号で、左・右に曲がってください。

Turn right / left at the department store /
Brown Road.

デパートで・ブラウンロードで右に・左に曲がってくだ
さい。

It’s opposite the bank.

（それは）銀行の向かい側にあります。

It’s on the right / left.

（それは）右側に・左側にあります。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity1: Give directions to your tutor.

It’s ___

練習1： 先生に道案内をしましょう。

それは＿＿

1. How to get to your office / school from
the nearest station.

close to…

2. How to get to your favorite place from
your house.

next to…

…の隣に

opposite

向かい側に

near

…に近い

隣接した

Activity2: Have you ever asked for / given directions?
How did it go? Talk about your experience to your tutor.

in front of…

練習2： 道案内を訪ねたり、また誰かにしたことはありますか。それは
どうでしたか。あなたの経験談を先生に伝えましょう。

behind

…の前に

後ろに
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