Level A2 General English

Lesson 50

Asking Tourist Information For Sightseeing Advice
観光案内所で観光のアドバイスを聞く

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

I recommend going to the Eiffel
Tower.
エッフェル塔に行くことをおすすめします。	

2 SITUATION
状況	
Mary visits tourist information to ask about some interesting places in the city.
メアリーは町のみどころについて尋ねようと、観光案内所を訪れます。

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。 	

Mary : Where shall I begin my sightseeing?

メアリー：
どこから観光を始めればいいでしょうか？

Staff : Well, I recommend going to the Eiffel Tower.
It’s one of the most popular attractions here
in Paris, and the view from the top is really
amazing.

スタッフ：
ええと、エッフェル塔に行くのがおすすめ
ですよ。ここパリで最も人気のある名所で
すし、上からの景色は本当にすばらしいん
です。

Mary : Actually, I went to the Eiffel Tower on my last
visit here. Can you recommend somewhere
else?

メアリー：
実は前回来たときにエッフェル塔に行った
んです。どこか他のところをおすすめして
いただけませんか？

Staff: Hmm, how about going to The Louvre?
Mary: Sounds interesting. Thank you for your advice.

4

スタッフ：
うーん、そしたらルーブル美術館に行くの
はいかがですか？
メアリー：
おもしろそうですね。アドバイスをありがと
う。	

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。 	

recommend 推薦する
view 景色
amazing 驚くべき、びっくりするような

somewhere
else 他の

どこか
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

I recommend going to the Eiffel Tower.
エッフェル塔に行くことをおすすめします。	
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観光案内所で観光のアドバイスを聞く	

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 recommend an exciting place
to visit?

訪れるのに面白い場所を勧めてもらえま
せんか？

Where shall I go first?

最初にどこに行けばいいでしょうか？

What would you suggest that I visit first?

最初に行くのにあなたならどこをおすすめ
しますか？

What time does it open?

そこは何時に開きますか？

How much is the entrance fee?

入場料はいくらでしょうか。

How do I get there?

どうやってそこに行けますか？

6 ACTIVITY
練習	

Activity 1: Read the questions and match them to the correct answers below.
練習1： 下記の文をマッチさせて、会話を完成させましょう。	

1. Where shall I go first?
2. Have you ever visited The Royal Palace?
3. What time does it open?
4. What time does it close?
5. How do I get there?
6. How much is the entrance fee?
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Activity 2: Tell your tutor where in Japan you recommend him/her to visit.
練習2： 先生に向かって、あなたなら外国の友達に日本のどこをおすすめするかを話してみましょう。	
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