Level A2 Business English

Taking A Taxi
タクシーに乗る

Lesson 91

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Excuse me, I would like to go to
the Royal Swan Hotel.
すみません、ロイヤルスワンホテルに行きたいのですが。

2 SITUATION
状況
Mr. Kawano is taking a taxi to the hotel.
川野さんはホテルまでタクシーに乗ろうとしています。

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。

Mr. Kawano: Excuse me. I would like to go to the Royal
Swan Hotel.
Taxi driver : Ah yes, I know it. It’s across the river.
Mr. Kawano: Could you tell me how long it will take to
get there?
Taxi driver : Oh, just ten or fifteen minutes. It’s not so
far.

川野：
ロイヤルスワンホテルに行きたいのですが。

タクシードライバー：
ああ、知っていますよ。川の向こうですね。
川野：
着くのにどのくらいかかるかわかりますか？

タクシードライバー：
ええ、１０～１５分くらいですよ。そんなに遠く
ないです。

Mr. Kawano: And how much will it cost?

川野：
いくらくらいになりますか？

Taxi driver : Around ten or fifteen pounds at most.

タクシードライバー：
多くても１０～１５ポンドくらいですかね。

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。

across
around
at most

～を横切って、～の向こう側
～くらい、～のまわり
多くても、せいぜい
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Excuse me, I would like to go to
the Royal Swan Hotel.

すみません、ロイヤルスワンホテルに行きたいのですが。

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 take you, sir?

どちらにお連れいたしましょうか？

Where to?

どちらまで？

Where would you like to go?

どこに行きたいですか？

I’d like to go to ______

＿＿＿に行きたいです。

Could you take me to______

＿＿＿に連れて行っていただけますか。

How long will it take to get there?

そこに着くのにどのくらいかかりますか？

Is it far?

遠いですか？

Could I ask how much it will be?

いくらになるかお聞きしてもいいですか？

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Ask the taxi driver to take you to the locations below.
練習1：下記の場所に連れて行ってくれるよう、タクシードライバーに頼んでみましょう。

Harrods. How much?

The London Eye. How far?
Tower Bridge. How far?
How much?

Kensington Hotel. How far?

Activity 2: Do you enjoy taking taxis? Talk about your experiences.
練習2： タクシーに乗るのは楽しいですか？あなたの経験を話しましょう。
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