Lesson 38 遺失物の特徴を説明してもらう
I’ve left something on the train.
Conversation

Passenger:
Station Staff:
Passenger:

Train Station

Ah, excuse me. Is this the lost and found office?
Yes, that’s right. How can I help you?
Well, you see. I can’t find my wallet. I’m pretty sure I
had it with me on the train just now. Yes, I think I’ve
left it on the train.
OK, I’ll take some details about the item.
It’s a brown wallet about 10 cm long and it’s made
of leather. There’s a photo of my family in there too.
OK, so it’s a brown wallet, 10 cm long, made of
leather with some photos inside. I’ll contact you if it
is handed in but I think it would be best if you let
the police know too.

Station Staff:
Passenger:
Station Staff:

※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
Is this the..
I can’t find my..
I lost my..
I’ve lost my..
I’ve left something on the ..
I’m pretty sure..
I think..
Maybe I..
It’s made of..
I’ll contact you.
I’ll call you.
I’ll let you know.

ここは～ですか？
～が見つかりません。
～を失くしました。
～を失くしました。（言い換え）
～に～を置き忘れてしまいました。
～に間違いありません。
～と思います。
おそらく～です。
～製（素材）です。
連絡します。
電話します。
お知らせします。

Vocabulary and Pronunciation Practice
lost and found
pretty sure
item
handed in

遺失物
間違いない
品物
届けられる

wallet
details
leather
long

財布
詳細
皮
長い
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Lesson 38
I’ve left something on the train.

Train Station

Practice
Match the words on the right to the words below.
1. I’ve left my wallet on the train.
2. I’ve left my phone on the train.
a. It’s for calling people.
b. It’s used for carrying clothes on a trip.
3. I’ve left my jacket on the train.
c. It keeps you warm
4. I’ve left my suitcase on the train.
d. It’s for playing music.
e. It’s for making you look nice.
5. I’ve left my guitar on the train.
f. It’s important for entering and
6. I’ve left my passport on the train.
leaving countries.
7. I’ve left my computer on the train.
g. It’s for keeping money in.
h. It’s used for looking at websites.
8. I’ve left my necklace on the train.
i. They’re used for seeing with.
9. I’ve left my pen on the train.
j. It’s used for writing with.
10. I’ve left my glasses on the train.

Listening
Listen to the following conversations. What has the passenger lost?
Conversation 1: _______________________
Conversation 2: _______________________
Conversation 3: _______________________
Conversation 4: _______________________
Conversation 5: _______________________

Roleplay: Use the following information.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lost wedding ring/ train to Shinjuku/ made of gold
Scarf / train to Tokyo / made of wool
Sweater / Train to Osaka/ blue and green
Smartphone / train to Narita / white
Passport / train to Yokohama / contact the police and your embassy
Earring / train to Chiba / silver/ go to lost and found / contact police
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Conversation 日本語訳
乗客:
駅員:
乗客:
駅員:
乗客:
駅員:

すみません。こちらは、遺失物取扱所ですか？
はい、そうです。ご用件をお伺いできますか？
ええ、財布が見つからないんです。ちょうど今電車に乗った時に持っていたのは、間違いないです。
電車に置き忘れてしまったんだと思います。
そうですか。そのお品物の詳細をお伺いします。
茶色の財布で、10cmくらいの長さの革製のものです。中には、私の家族の写真が入っています。
了解しました。茶色の財布で、長さ10cm、革製で、写真が中に入っているのですね。
こちらに届けられましたらご連絡しますが、警察にも連絡されるのが最適だと思います。

Listening Conversations:
Conversation 1:
Passenger :
Excuse me, I’ve lost my wallet. Probably on the train. It’s brown and made of leather.
Station Staff:
So, it’s a brown, leather wallet. Which train were you on?
Conversation 2:
Passenger :
Excuse me, I’ve lost my glasses. They’re blue and made of plastic.
Station Staff:
Blue glasses, made of plastic.
Conversation 3:
Passenger :
Good morning, I’ve left my necklace on the train. It’s gold and has diamonds in it.
Station Staff:
Oh dear, which train were you on?
Conversation 4:
Passenger :
Excuse me, I’ve left my hat on the train. It’s white and made of fur.
Station Staff:
OK, can you tell me some details about the train you were on.
Conversation 5:
Passenger :
Excuse me, I’ve left my passport on the train. It’s red. It’s a UK passport.
Station Staff:
OK, I think you should also contact the police and your embassy.
《日本語訳》
会話 1:
乗客:
駅員:

すみません、財布を無くしてしまいました。恐らく電車内です。茶色の革製のものです。
そうですか、茶色の革製の財布ですね。どの電車に乗られていましたか？

会話 2:
乗客:
駅員:

すみません、眼鏡を無くしてしまいました。青のプラスチック製のものです
青いプラスチック製の眼鏡ですね。

会話 3:
乗客:
駅員:

おはようございます、ネックレスを電車に置き忘れてしまいました。
金色で、ダイヤモンドが付いています
それは！どの電車に乗車されていましたか？

会話 4:
乗客
駅員

:すみません、帽子を電車に置き忘れてしまいました。白くて毛皮でできています。
:そうですか。ご乗車されていた電車について、詳細をお聞かせ頂けますか？

会話 5:
乗客
駅員

:すみません、パスポートを電車に置き忘れてしまいました。赤いイギリスのものです。
:そうですか。警察と大使館にも、連絡するべきだと思います。
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