Lesson 34 車両のトラブルについて謝罪する
Sorry, I have a flat tire.

Taxi

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

: I think I have a flat tire.
: Really?
: Let me check... Sorry, I have a flat tire.
: Can you fix it?
: Yes, I can. If you have 15 minutes I can change the tire or
I can have another cab pick you up.
: It could take 15 minutes for another taxi to get here. I'll wait.
: Okay. I'll change the tire as quickly as possible.
: Thank you for your patience. All done.
: Great! Let's go.
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus

I have a flat tire.
The cab has broken down.
Something is wrong with the taxi.
The engine light has come on.
The battery is dead.
I have to call a tow truck.
I have a spare tire.
I have to change the tire.
Can I call another taxi for you?
Can you wait 15 minutes?
What's wrong?
Can you fix it?
How long will it take?

タイヤがパンクしました。
タクシーが壊れました。
タクシーの何かがおかしいです。
エンジン灯が点灯しています。
バッテリーが切れました。
レッカー車を呼ばなくてはなりません。
スペアタイヤがあります。
タイヤを交換しなくてはなりません。
別なタクシーをお呼びしましょうか？
１５分お待ち頂けますか？
何がおかしいのですか？
直せますか？
どのくらいかかりますか？

Vocabulary and Pronunciation Practice
flat tire
broken down
fix it
tow truck

タイヤのパンク
壊れる
直す
レッカー車

spare tire
battery
wrong
patience

スペアタイヤ
バッテリー
おかしい
忍耐、我慢
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Lesson 34
Sorry, I have a flat tire.

Taxi

Practice

Fill in the blank.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

1. Something is ______ with the taxi.

2. The ______ is dead.
3. I have a ______ tire.
4. The cab has ______ down.
5. Can I call ______ taxi for you?
6. I have a flat ______.
7. The engine ______ has come on.
8. I have to call a tow ______.
9. I have to ______ the tire.
10. Can you ______ 20 minutes?

another
tire
spare
wait
truck
wrong
broken
light
change
battery

Listening
Listen to the following conversations. What does the driver say?

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

Roleplay: Use the following information.
1. what's wrong?/engine light
2. can you fix it?/tow truck
3. how long?/wait 20 minutes
4. what's wrong?/flat tire
5. can you fix it?/spare tire
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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
*****
運転手
乗客

: タイヤがパンクしたようです。
: 本当に？
: 見てきます。... すいません、タイヤがパンクしました。
: 直せますか？
: はい。１５分あれば、タイヤ交換できます。それか、他のタクシーをお呼びしますけど。
: 他のタクシーを呼んでも、ここに来るのに１５分かかるだろうから、待ってます。
: 了解しました。出来るだけ早くタイヤを交換します。
: 辛抱強くお待ち頂き、ありがとうございます。全て終わりました。
: 良かったです。では、出発しましょう。

Listening Conversations:
Conversation 1:
Passenger
: Why have we stopped?
Driver
: The engine is dead.
Conversation 2:
Passenger
: Can you fix it?
Driver
: No, I can't. I have to call a tow truck.
Conversation 3:
Driver
: Can I call another taxi for you?
Passenger
: Yes, please. I'm in a hurry.
Conversation 4:
Driver
: I think I have a flat tire.
Passenger
: Oh no. Can you fix it?
Conversation 5:
Driver
: Can you wait 20 minutes?
Passenger
: No, I don't have time.
《日本語訳》
会話 1:
乗客
運転手

: なぜ止まってしまったのですか？
: エンジンがいかれました。

会話 2:
乗客
運転手

: 直せますか？
: いえ、できません。レッカー車を呼ばないと。

会話 3:
運転手
乗客

: 別なタクシーを呼びましょうか？
: はい、そうして下さい、急いでますので。

会話 4:
運転手
乗客

: タイヤがパンクしたようです。
: ああ、それは。直せますか？

会話 5:
運転手
乗客

: ２０分お待ち頂けますか？
: いえ、時間がありません。
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