Level A2 General English

Taking A Taxi
タクシーに乗る

Lesson 90

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Excuse me, can you take me to
Central Hotel?
すみません、セントラルホテルまで連れて行ってもらえますか。

2 SITUATION
状況
Hiroko is taking a taxi.
ヒロコはタクシーに乗るところです。

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。

Hiroko: Excuse me, can you take me to
Central Hotel?

ヒロコ：
すみません、セントラルホテルまで連れて行ってい
もらえますか？

Driver: Yes, of course. Do you have just one
suitcase?

運転手：
はい、もちろん。スーツケースは１つだけですか？

ヒロコ：
ええ、以上です。着くまでにどのくらいかかります
か？

Hiroko: Yes, that's it. About how long will it take
to get there?

運転手：
うーん、今頃の時間だったらそんなにかからないと
思うよ…だいたい20分くらいかな。

Driver: Umm, at this time of day, it won't take
long. About twenty minutes.

ヒロコ：
運賃はどうなりますか？

Hiroko: What do you think the fare will be?

運転手：
だいたい30ドルくらいかな。

Driver: Probably around thirty dollars.

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。

that’s it 以上です
at this time of day

fare

運賃

（一日の中の）この時間帯
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Excuse me, can you take me to
Central Hotel?
すみません、セントラルホテルまで連れて行ってもらえますか。

Taking a Taxi
タクシーに乗る

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。

Where can I catch a taxi?

どこでタクシーをつかまえられますか。

Where is the taxi stand?

タクシー乗り場はどこですか。

Where to? - To Central Hotel, please.

どちらまで？―セントラルホテルまでお願いします。

To this point on the map, please.

地図のこの地点までお願いします。

How much is it to the city center?

シティセンターまでおいくらですか？

Is there a flat rate or do you use the meter?

均一料金ですか、それともメーターを使いますか？

Turn left / right here, please.

左に/右に 曲がってください。

Pull over (Stop) here, please.

こちらで止まってください。

I’ll get out here.

ここで降ります。
チップ込みで30ドルお取りください。

Take thirty dollars, including the tip.

おつりは取っておいてください。

Keep the change.

多く請求されています。

You're overcharging me.

6 ACTIVITY
練習
Activity : Practice the following situations with your tutor.
練習： 下記の状況の時に何と言うか、先生と練習してみましょう。

1. You're paying for the taxi fare but it costs too much.
2. You have a map. You're pointing out where you want to go.
3. You want to estimate how long will it take to get to your destination.
4. You don't know where the taxi stand is.
5. You want to get out now.
6. You want to give the change to your driver as the tip for him.
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