Lesson 16 日本に来た目的を尋ねる
What brings you to Japan?

Taxi

Conversation
Driver
Passenger
Driver
Passenger
*****
Driver
Passenger
Driver
Passenger
Driver

: Where are you headed?
: The Park Hyatt. Do you have a flat rate to that location?
: Yes, it's 2500 yen.
: Ok, thanks!
: Where are you from?
: I'm from Barcelona, Spain.
: Buenos días. What brings you to Japan?
: I'll be doing a semester of university here.
: That's amazing! Please enjoy your time here.
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
What brings you to Japan?

日本へはどのようなご用事でいらっしゃったのですか？

What are you doing in Japan?

日本では何をされていますか？

Why did you want to visit Japan

なぜ日本を訪問したかったのですか？

Why Japan?

なぜ日本なのですか？

Where are you visiting/going in Japan?

日本のどこを訪れ/行きますか？

I'm here for work.

ここには仕事で来ています。

I'm here to study.

ここには勉強で来ています。

I'm here on vacation.

ここには休暇で来ています。

I'm here on business.

ここにはビジネスで来ています。

I want to see Mt. Fuji.

富士山が見たいです。

Visiting friends/family.

友人/家族を訪問します。

I love Japanese culture.

日本の文化を愛しています。

I love anime/manga.

アニメ/漫画を愛しています。

Vocabulary and Pronunciation Practice
brings
university
traveling
semester

（人）を連れていく
大学
旅行
半期

visit
vacation
work
study

訪問する
休暇
仕事
勉強
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Lesson 16
What brings you to Japan?

Taxi

Practice

Fill in the blank.

1. I want to see ______. It's Japan's highest mountain.
2. I'm here to ______ for a semester.
3.What ______ you to Japan?
4. I'm here on ______ with Toyota. I go back home next week
5. I'm here on ______. Do you know any good attractions?
6. I love ______ culture.
7. I want to visit the ______ pavilion, Kinkakuji.
8. What are you ______ in Japan?
9. I want to see the snow ______, _____ Matsuri.
10. I love ______. One Piece and Shingeki no Kyoujin are my favorite.

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

anime
golden
Japanese
vacation
brings
Yuki
study
Mt. Fuji
business
doing
festival

Listening
Listen to the following conversations. How does the passenger respond?

Conversation 1: _______________________
Conversation 2: _______________________
Conversation 3: _______________________
Conversation 4: __________________
Conversation 5: _______________________

Roleplay: Use the following information.

1. what brings you to Japan?/business
2. what are you doing in Japan?/study
3. why Japan?/friends
4. where Japan?/Sky Tree
5. Why did you want to visit?/culture
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Conversation 日本語訳
運転手
乗客
運転手
乗客
*****
運転手
乗客
運転手
乗客
運転手

: どちらに向かいますか？
: パークハイアットです。その場所への固定料金はありますか？
: はい、2,500円になります。
: わかりました、ありがとう。
: どちらからいらっしゃったのですか？
: スペインのバルセロナです。
: ブエノスディアス（スペイン語のおはようございます、こんにちは）
日本へは、どのようなご用事で？
: こちらの大学で、半期勉強します。
: それは素晴らしいですね。こちらでの時間を楽しんで下さい。

Listening Conversations:
Conversation 1:
Driver
: So, what brings you to Japan?
Passenger
: I'm here to study. I'm an exchange student.
Conversation 2:
Driver
: What are you doing in Japan?
Passenger
: I'm here on vacation.
Conversation 3:
Driver
: Where are you visiting in Japan.
Passenger
: I have some friends in Sapporo I'm going to visit.
Conversation 4:
Driver
: Where are you going in Japan?
Passenger
: I want to go to Okinawa and then Fukuoka.
Conversation 5:
Driver
: There are so many countries around the world. Why Japan?
Passenger
: I want to see the cherry blossoms in Kyoto.
《日本語訳》
会話 1:
運転手
乗客

: それで、日本にはどのようなご用事でいらっしゃったのですか？
: 勉強のために来ました。交換留学生です。

会話 2:
運転手
乗客

: 日本では何をされていますか？
: 休暇で滞在しています。

会話 3:
運転手
乗客

: 日本のどこを訪問しますか？
: 札幌に友人がいるので、会いに行きます。

会話 4:
運転手
乗客

: 日本のどこに行きますか？
: 沖縄と、その後福岡に行きたいです。

会話 5:
運転手
乗客

: 世界にはたくさんの国がありますけど、なぜ日本なんですか？
: 京都の桜を見たいからです。
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