
道案内をしてみよう！



①まちにあるもの単語集

convenience store

convenience store

restaurant shop

parking lot station



②位置を表す語句



You are here
あなたの現在地はここです例

Restaurant
Parking lot

Convenience
store Hospital

Shop



場所や位置を伝える基本表現と語句

The ＋ 知りたい場所 ＋ is ＋ 位置を表す語句 ＋ the ＋ 位置を特定するために必要な場所や建物

The bank is next to the Grocery Store
銀行 スーパー●●のとなり

①と②を使った例文
The bus stop is in front of the grocery store.
バス停はスーパーの前にあります。

The restaurant is across from the grocery store.
レストランはスーパーの向かいです。

The parking lot is behind the bank.
駐車場は銀行の裏にあります。

The bank is between the convenience store and the grocery store.
銀行はコンビニとスーパーの間にあります。

The gas station is next to the shop.
ガソリンスタンドはお店の横にあります。

The shop is in the station building.
お店は駅ビルの中にあります。

The hospital is near the park.
病院は公園の近くにあります。



道順や行き方を伝える基本の表現
旅行者：How do I get to～？

Go     straight
行ってください まっすぐ

Take    the bus
乗ってください バスに

Straight
To the＿＿＿＿
about 1 hour 
about 100 m 

Go / Walk / Drive

Turn left
right.

the bus
the taxi

Take

Exit at＿＿＿＿＿

Park your car.
車を駐車してください。

Cross the bridge.
橋を渡ってください。

Take Meihan
National Highway.
名阪国道に乗ってください。

Exit at Yamazoe.
山添インター（出口）を出てください。

Take にはいろいろな意味があります

Turn left/right.
左に／右に曲がってください。

Walk about 5 minutes.
約 5分歩いてください。

Go to the police box.
交番へ行ってください。

Drive about 1 hour.
約 1時間車で行ってください。

～するという単語（動詞） ＋ どのように/どこで(へ)という語句

動 詞⑴ 動 詞⑵

～するという単語（動詞）   ＋   物や人

●乗り物を利用する／道をたどる・ルートをとる
●時間がかかる／買う（手に入れる）など



あなた

道順や場所を伝える モデル会話A
実際に話してみよう

！

Sure.  
シュア もちろん。

Walk straight. 
ウォーク　ストゥレイト まっすぐ歩いて

Turn right at the second traffic light
ターン ライ アッザ 　セカンド トゥラフィク ライト 2つめの信号を右に曲がって

Walk about 2 minutes. 
ウォーカバウト　トゥー ミニッツ 2分ほど歩いてください。

OK. 
オウケイ

なるほど

あなた 
[位置を教える]

It’s  in front of the post o�ce.
イッツ インフランタブダ　ポウゥタフィス 郵便局の前にあるのがバス停です。

Thank you very much. 
サンキュー　ヴェリーマッチ ありがとうございます。

You’re welcome. 
ヨー　ウェルカム

どういたしまして。

ワンポイントアドバイス

相手の言う単語が全部わからなくて
も大丈夫！キーとなる単語だけキャ
ッチして、相手が何を尋ねているか
を予測しましょう。

実演練習の時は、実際に地図を見な
がら言い換えてみましょう！

旅行者 
[場所をきく]

Excuse me.
イクスキューズミー

Do you know where the -   bus stop   is? 
ドュユノウウェアザバススタッビズ？

バス停はどこかわかりますか？
すみません

あなた 
[道順を教える] 
※地図やスマホを見ながら
でもいいでしょう。



あなた 
[道順を教える] 
※地図やスマホを見ながら
でもいいでしょう。

道順や場所を伝える モデル会話B

Bound for…（電車やバスが）～行きの
How long…
（所要時間が）どのくらいですか
（ちなみに：距離がどのくらいか
  尋ねるときはHow far…です）

語句の解説

Sure.  
シュア

いいですよ。

Go to Kitano bus stop. 
ゴウ トゥ キタノ　バススタップ

北野バス停へ行って

Take the bus bound for Nara Station. 
テイク　ザ　バス　バウンド　フォ　ナラ　ステイション 奈良駅行きのバスに乗ってください。

Get o� at Todaiji Daibutsuden. 
ゲロフ　アト　トウダイジダイブツデン

東大寺大仏殿で降りてください。

How long does it take? 
ハウロング　ダズィット　テイク？

時間はどのくらいかかりますか？

Thanks a lot. 
サンクサラット ありがとうございます。

No problem. 
ノープラブレム どういたしまして。

旅行者 
[場所をきく]

ちょっと難易度高め
！

ワンポイントアドバイス

あなた

あなた

Excuse me. 
イクスキューズミー すみません

Can you tell me how to get to - Todai-ji 
Temple from here? 
キャニュー　テルミー　ハウトゥ　ゲットゥ　トウダイジテンヒア？

ここから東大寺への行き方を
教えてくれませんか？

About 50 minutes. 
アバウト　フィフティ　ミニッツ だいたい50分くらいです。

実演練習の時は、実際に地図を見な
がら言い換えてみましょう！

相手の言う単語が全部わからなくて
も大丈夫！キーとなる単語だけキャ
ッチして、相手が何を尋ねているか
を予測しましょう。


