
H30商工観光課

＊"I can't speak English." と言って避けてしまいがち。できれば一言添えて助けてあげましょう。 

Excuse me, ～? と声をかけられたら？ 

① 英語が話せなくて対
応できないときには・・・ 

できれば力になりたいのですが、英語が上手く話せません。 
I would like to help you, but I can't speak English very well. 

② 代わりに誰かに聞
いてあげる。 

だれか英語ができる人を探してみますね。 

Let me find someone who can speak English. 

③ 知っている単語を聞
き取ってみる。 

英語は得意ではありませんが、お手伝いいたしますよ。 
I am not good at speaking English, but let me try helping you. 

簡単であれば地図を書いてあげても。 
地図を描いてあげますね。 

I will draw you a map. 

道を聞かれたが英語で答えられないときは？ 

近ければ連れて行ってあげても。 
連れて行ってあげますよ。ついて来て下さい。 

Let me show you. Please follow me.  
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①一般編 
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困っている人を見かけたら？ 

どちらに行かれますか？ 

Where do you want to go? 

道に迷いましたか？ 

Are you lost? 

日本語は話せますか？  

Do you speak Japanese? 

大丈夫ですか？/ お困りですか？ 

Are you OK? / Can I help you? 

何かお探しですか？ 

Are you looking for something? 
何かお困りですか？ 

Do you need some help? 

＊"Hello, how are you?" など、まずは軽く声をかけてから聞いてみましょう。 

○○はどこにあるかわかりますか？  

Do you know where I can find ○○? 

○○へはどうやって行けばよいですか？  

Can you help me find ○○? 

○○を探しています。  

I am looking for ○○. 

○○へ行きたいのですが。  

I would like to go ○○. 

○○はどこですか？ 

Where is ○○? 

～を教えてくれませんか？  

Could you tell me ～? 

○○へはどうやって行けばいいですか？ 

How do/can I get ○○? 

何と言っているか、フレーズをキャッチしてみましょう！赤文字のような単

語に注意して聞いてみて下さい。道を聞かれるときのフレーズです。 

＊聞き取れなかったと

きはもう一度言っても

らいましょう。 

Could you 
please say that 
again?  
（もう一度言ってもらえま

すか？） 
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道案内に挑戦！ 

まずは単語から 

店舗など 

居酒屋 
restaurant bar 

喫茶店 
coffee shop 

スーパーマーケット 

supermarket 
パン屋 
bakery 

店、商店 
store/shop 

酒店 
liquor shop 

レストラン 
restaurant 

ドラッグストア 
drugstore 

食料雑貨店 
grocery shop 

本屋 
book store 

公共施設など 

役場 
town hall 

公衆トイレ 
public restroom 

警察署 
police station 

交番 
police box 

銀行 
bank 

病院 
hospital 

救急車 
ambulance 

消防署 
fire station 

郵便局 
post office 

ATM 
ATM machine 

その他施設 

ガソリンスタンド 
gas station 

コインロッカー 
coin-operated locker 

駐車場 
parking lot 

コインランドリー 
coin-operated laundry 

自販機 
vending machine 

バス停 
bus stop 

交通や観光など 

宿泊施設 
 inn/accommodation 

ホテル 
hotel 

キャンプ場 
campsites 

タクシー 
taxi 

路線バス 
local bus 

レンタカー 
rental car 

フェリー 
ferryboat 

飛行機 
airplane 

高速船 
high-speed ship/jet-foil 

空港 
airport 

○○港 
○○port 

観光案内所 
tourist information center 

道案内で使用する単語 

道路 
road 

通り 
street 

交差点 
intersection 

角 
corner 

橋 
bridge 

川 
river 

横断歩道 
crossing 

建物 
building 

住所 
address 

神社 
shrine 

Ｔ字路 
t-junction 

歩く 
walk 

場所 
location 

信号 
traffic light 

お寺 
temple 

地図 
map 

ちょうど角を曲がった所 

just around the corner 

～の向かい側 

opposite/across from ～ 
AとBの間 

between A and B 

～の隣に 

next to ～ 

～の前に 

in front of ～ 

～あたり 

around ～ 
すぐそこ 

right there 
むこう 

over there 

真っ直ぐ行く 

go straight/go down 

～に沿って行く 

go along ～ 
（の）角に 

on the corner 
～を通り過ぎる 

go past ～ 

～を左へ曲がる 

turn left at ～ 

～を右へ曲がる 

turn right at ～ 

～の近く 

near ～ 

曲がる 

turn 
渡る、横断する 

cross 

説
明
に
使
う
単
語 

①一般編 

①一般編 
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○はあちらです。  

○ is over there. 
すぐそこですよ。  

It's right there. 
こちらです。  

This way. 
あちらです。  

That way. 

○は角にあります。  

○ is on the corner. 
この道を真っ直ぐです。 

Go straight on this street. 
角を右に曲がってください。 

Turn right at the corner. 

4００メートルほど行って、信号を渡ってください。ドラッグストアは右側にあります。  

Go down this way for about 400 meters and cross at the traffic light. The drug store is on your right. 

空港はここから歩いて30分です。  

Airport is a thirty-minute walk from here. 
一番近いバス停は～の隣にあります。  

The nearest bus stop is next to～. 

Ｔ字路を左へ曲がって、5分ほど真っ直ぐ行ってください。  

Turn left at the t-junction and go down about 5 minutes.  

○ホテルはちょうど角を曲がった所にあります。  

○ Hotel is just around the corner. 
駐車場の隣に郵便局が見えますよ。  

You will see a post office next to a parking lot. 

安房港まで車で20分かかります。  

It takes 20 minutes by car  to Anbo Port. 
宮之浦川沿いに大きな神社がありますよ。  

There is a big shrine along Miyanoura River. 

では使ってみましょう！ 
①一般編 

歩くには遠いですよ。  

It's a long way to walk. 
二つ目の信号を左に曲がってください。  

Turn left at the second traffic light. 
何とおっしゃいましたか？ 

Pardon? / Sorry? 

もう一度言ってもらえますか？ 

Could you say that again? 

そこはここから近い/遠いですよ。  

It is close/far from here. 

ここから歩いて１０分ぐらいですよ。 

It takes about 10 minutes on foot. 

港から歩くにはかなり遠いですよ。  

It's too far to walk from the port. 

ゆっくり話して頂けますか？ 

Could you please speak more slowly? 
トッピー乗り場の前からバスに乗らないといけませんよ。 

You should take a bus in front of the Toppy building. 

① 

② 

地図で説明してみましょう 

宮
之
浦
川

 

Ⓐ宮之浦大橋から消防署への行き方。 

② バス停まで川沿いにまっすぐ行ってください。  

Go straight along the river until you get to the bus stop. 

③ 消防署は左側に見えます。  

You will see the fire station on your left. 

① 宮之浦大橋を過ぎてから信号を左に曲がってください。  

Go past Miyanoura Bridge and turn left at the traffic light. 

宮之浦大橋を過ぎて二つ目を左に曲がってください。郵便局は右側にあります。  

Go past Miyanoura Bridge and take the second left. The post 
office is on your right.  

Ⓑ宮之浦大橋から郵

便局への行き方。 

○○で買えますよ。  

You can get it at ○○.  
バスのフリーパスチケットを買えるところを教えて下さい。  

Could you tell me where I can purchase 'Free pass' bus ticket? 

１ 

３ 

２ 
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