Lesson 7 行き方を事務所に確認する旨を伝える
I will check with my office for the directions.

Taxi

Conversation
Passenger : I'd like to go to Mori no Yu onsen, please.
Driver
: I'm not sure where that is. Let me check my GPS.... It's not
coming up.
Passenger : I've been before. I just don't remember where it is.
Driver
: I will check with my office for the directions. Just a moment
please.
*****
Driver
: Okay. I've got the address. Sorry for the wait. We can set out
now.
Passenger : Great! I can't wait to get in and relax.
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
I will check with my office for the directions.
I will get the directions from my office.
My office can provide the directions.
My office can direct me.
I'll contact my office.
I will check the GPS.
Let me check the GPS.
Let me check my map.
Let me look it up.
I don't know where it is.
Do you know where it is?
I'm not sure where it is.
Do you have a map?
Can you check with your office?
Can you check where it is?

オフィスに道順を確認します。
オフィスに道順を聞きます。
オフィスから道順を教えてもらいます。
オフィスから指示をもらいます。
オフィスに連絡します。
カーナビで確認します。
カーナビを確認させて下さい。
地図を確認させて下さい。
調べさせて下さい。
それがどこだか分かりません。
それがどこだかご存知ですか？
それがどこだか不確かです。
地図はありますか？
オフィスに確認してもらえますか？
それがどこだか確認してもらえますか

Vocabulary and Pronunciation Practice
will
check with
Office
directions

～するつもりである
～と確認する
オフィス
道順

I'd like
I've got
address
please

～をしたい
～を得た
住所
お願いします
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Lesson 7
I will check with my office for the directions.

Taxi

Practice
Fill in the blank.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

1. Let me ______ the GPS.
2. My office can ______ me.
3. I don't ______ where it is.
4. ______ know where it is?
5. I'll ______ my office.
6. My office can ______ the directions.
7. ______ check with your office?
8. I will check with my ______ for the directions.
9. I'm not sure ______ it is.
10. I will get the ______ from my office.

where
check
direct
do you
contact
office
can you
know
directions
provide

Listening
Listen to the following conversations. Where does the driver get directions from?
Conversation 1: _______________________
Conversation 2: _______________________
Conversation 3: _______________________
Conversation 4: __________________
Conversation 5: _______________________

Roleplay: Use the following information.
1. Ajisai/ I will check the GPS...
2. Ibaraki airport/ Let me check the GPS...
3. Lake Shikotsu/ I will check the map...
4. Takara no Yu/ I will check with my office...
5. Bambino Restaurant/ Let me look it up.
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Conversation 日本語訳
乗客
運転手
乗客
運転手
運転手
乗客

: 森の湯温泉まで、お願いします。
: それはどこだか分かりません。ナビで確認します。.... 出てきませんね。
: 前に行ったことがありますが、場所は覚えてません。
: オフィスに道順を確認します。
*****
: 住所、分かりました。お待ち頂いてすいません。では出発しましょう。
: 素晴らしい。到着してリラックスするのが待ち遠しいです

Listening Conversations:
Conversation 1:
Passenger
: Can you take me to Minoru's Pub?
Driver
: I don't know where that is. Let me check my GPS.
Conversation 2:
Passenger
: I'd like to go to B-Plaza please.
Driver
: I'm not sure where that is. I will check with my office for directions.
Conversation 3:
Passenger
: I'd like to go to the Ward office.
Driver
: I don't remember where that is. I will check my map. Just a moment.
Conversation 4:
Passenger
: You don't know how to get there?
Driver
: Don't worry. My office can provide directions.
Conversation 5:
Passenger
: I would like to go to the Bamboo Restaurant.
Driver
: I've never heard of it. I'll check the GPS.
Passenger
: Please do. Thanks!
《日本語訳》
会話 1:
乗客
運転手

: ミノルズ・パブまで行って頂けますか？
: それがどこだか分かりません。カーナビで確認させて下さい。

会話 2:
乗客
運転手

: Ｂプラザまで、お願いできますか？
: そこの場所は知りません。オフィスに確認します。

会話 3:
乗客
運転手

: 区役所まで行きたいです。
: どこにあるか覚えてません。地図で確認します。少々お待ち下さい。

会話 4:
乗客
運転手

: そこへの行き方はご存知ではありませんか？
: 心配ご無用です。オフィスから道順を教えてもらいます。

会話 5:
乗客
運転手
乗客

: バンブー・レストランまでお願いします。
: 聞いたことありませんね。カーナビで確認してみます。
: お願いします。ありがとう。
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