Level A1 Business English

Asking For Directions
場所を尋ねる

Lesson 80

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

How can I get to the airport?
空港にはどうすれば行けますか？

2 SITUATION
状況
Jun wants to go to the airport.
ジュンは空港に行きたいです。

3 ダイアログ
DIALOGUE
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。

Jun: Excuse me. How can I get to the
airport?

ジュン：
すみません。空港にはどうすれ
ば行けますか？

Man: You should take the airport bus.
It takes about 40 minutes by bus.

男性：
エアポートバスが良いでしょう。
バスで約40分です。

Jun : OK. Where is the bus terminal?

ジュン：
わかりました。バスターミナルは
どこですか？

Man: Across from here. It's very close.

男性：
道の向こう側です。非常に近い
ですよ。

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。

airport 空港
take 乗る、かかる
close 近く

across from
minute 分
bus terminal バスターミナル

反対側
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

How can I get to the airport?
空港にはどうすれば行けますか？

Asking for Directions
道を尋ねる

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。

How can I get to the airport?
Could you tell me the way to the
ABC Hotel?

空港にはどうすれば行けますか？

How long does it take to go to the
XYZ convention center by taxi?

XYZ会議場までタクシーでどのくらいかかり
ますか？

ABCホテルへの行き方を教えて頂けま
すか？

Where is the nearest train station?

いちばん近い駅はどこですか？

6 練習
ACTIVITY
Activity :Find the best answers and complete the conversations.
練習： 下記の文章をマッチさせましょう。

1.How can I get to the airport ?
2.Where is the nearest subway station?
3.Can I walk to the convention center?
4.How many bus stops are there?
5.How long does it take to go to the bus terminal?
6.Is there a souvenir shop around here?
3 stops.
Yes, you can.

Hints
ヒント
near 近い
convention center 会議センター

souvenir お土産
traffic light 信号

on foot 徒歩で
follow 従う
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