Level A2 General English

Asking For Directions

Lesson 67

道を尋ねる

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

It is across the street from the library.
道を挟んで図書館の向かいにあります。	
2 SITUATION
状況	

Mike is asking a woman how to get to the post office.
マイクが女性に郵便局への行き方を訪ねます。	

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。 	

Mike

: Excuse me. Could you tell me the way to
the post office?

Woman: Of course. Go along this street and turn
right at the second set of traffic lights.
And then go straight for a few minutes.
You will see the post office on your left.
Mike

女性 ：
もちろん。この大通りをまっすぐ行って
２つ目の信号を右に曲がってください。
それから数分まっすぐ歩いてください。
左側に郵便局が見えますよ。

マイク：
わかりました…何か目印はありますか？

: I see…Are there any landmarks?

Woman: Well, after you turn right and start to walk,
you can find a tall building on your right.
It’s the library. If you can see it, you will
find the post office because it is across the
street from the library.
Mike

マイク：
すみません。郵便局への行き方を教えて
いただけませんか。

女性：
ええと、右に曲がって歩き出したら、右側
に高い建物が見えます。
それは図書館で、図書館が見つかれば
郵便局も見つかりますよ。道を挟んで図
書館の向かいにありますから。

マイク：
どうもありがとうございます。

: Thank you very much.

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。 	

traffic lights
landmark
	

信号
目印	

across the street from～
	

道を挟んで～の向かいに
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

It is across the street from the library.
道を挟んで図書館の向かいにあります。	
Asking For and Giving Directions
道の尋ね方と道案内	

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。 	

ASKING FOR DIRECTIONS

道の尋ね方	

Could you tell me the way to the post office?

郵便局への行き方を教えていただけませんか。

How can I get to the station?

駅へはどうやって行ったらいいですか。

Where is the nearest police station?

最寄りの警察署はどこでしょうか。

GIVING SOMEONE DIRECTIONS	

道案内の仕方	

Go along this street and turn right at the second
set of traffic lights.

この大通りをまっすぐ行って二つ目の信号を
右に曲がってください。

Go straight down this street.

この通りをまっすぐ進んでください。

Turn left just before the convenience store.

コンビニの手前で左折してください。

Turn right one block after the bank.

銀行の一つ先の角を右に曲がってください。

6 ACTIVITY
練習	

Activity 1: Give your tutor directions using the map.	
練習1： 地図をつかって先生に道案内をしましょう。	
1. You’re at A now.
Tutor: Could you tell me the way to
2. You’re at B now.
Tutor: How can I get to

?

?

	

STATION

hamburger
shop ●

●library

flower ●
shop

●
dentist

	

	

drug store ●

Activity 2: Mystery Location. Your tutor will give
you directions from the station. Listen
and guess the final destination.
練習2： 道順当てゲームです。先生が駅からの道順
を言うので、聞いて目的地がどこか当ててみ
ましょう。	

☆A	

	

	
bank●	

	

	

CD●
shop

PARK	

	

convenience
●store
book
store●

	

● police office

☆B	
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