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手助けをする 

お困りですか？ 
 

 

この Unit では、「お困りですか？」や「どこへ向かっているのですか？」など、困っている外国人に声をかけると

きに使うフレーズを学びます。これらのフレーズを使い、スムーズに声をかけることができるようになりましょう。 

 

 

 

 

 

Let’s try! (試してみよう！) 

まず試しに、次のシチュエーションをイメージしてロールプレイを行い、全てのゴールをクリアしましょう。 

 

シチュエーション： 

あなたは、駅で困っているように見える外国人に話しかけます。 

会話はあなたから始めます。 

 

 

ゴール： 

 困っているかどうか尋ねる 

 助けを求められたら、もう一度言ってくださいと言う 

 もう一度言われたら、もう少しゆっくり話してくださいと言う 

 道を聞かれたら、どこに向かっているか聞く 

 場所を言われたら、住所はわかるか尋ねる 

 住所を書いたものがあると言われたら、見せてください、少し待ってくださいと言う 

 

  

UNIT 

1 
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Phrases of the day (今日フレーズ) 

下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。 

 

１．お困りですか？：Do you need some help? 

 A： Do you need some help? 

  お困りですか？ 

 B： Yes. I think I’m lost. 

  はい。迷ってしまったようです。 

 

２．どこへ向かっているのですか？：Where are you headed? 

 A： Where are you headed? 

  どこへ向かっているのですか？ 

 B： I’m trying to get to the station. 

  駅へ行こうとしています。 

 

3．住所はわかりますか？：Do you know the address? 

 A： Do you know where the ABC Hotel is? 

  ABC ホテルはどこにあるかご存知ですか？ 

 B： I'm not familiar with it. Do you know the address? 

  そこはよく知りません。住所はわかりますか？ 

 

4．もう一度言っていただけますか？：Could you say that again? 

 A： Could you tell me where we are? 

  私たちは今どこにいるのか教えていただけますか？ 

 B： Could you say that again? 

  もう一度言っていただけますか？ 

 

5．もう少しゆっくり話していただけますか？：Could you speak more slowly? 

 A： How do I get to the nearest station? 

  最寄りの駅へはどうやって行けばいいですか？ 

 B： Could you speak more slowly? 

  もう少しゆっくり話していただけますか？ 

 

6．少し待ってください。：Just a moment. 

 A： Could you show me where we are on this map? 

  この地図上で私たちはどの辺りにいるか教えていただけますか？ 

 B： Just a moment. 

  少し待ってください。 
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□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■※次のアクティビティへ進む前に黙読してください 

 

 

 

 

 

Fill in the blanks (穴埋め問題) 

空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しましょう。 

 

１. A： You look lost. Where are (you headed)? 

  道に迷っているようですね。どこへ向かっているのですか？ 

 B： I’m trying to get back to my hotel. 

  ホテルに戻ろうとしています。 

 

２. A： Excuse me. Where can I find a place to buy souvenirs? 

  すみません。どこでお土産を買う場所を見つけることができますか？ 

 B： (Could you say that again)? 

  もう一度言っていただけますか？ 

 

３. A： Do you (need some help)? 

  お困りですか？ 

 B： I don’t understand how this ticket machine works. 

  この券売機の使い方がわかりません。 

 

4. A： Could you read this menu to me? 

  メニューを読んでいただけますか？ 

 B： (Just a moment). Let me take a look. 

  少し待ってください。見せてください。 

 

5. A： I can’t find the store I want to visit. 

  行きたい店があるのですが、見つけることができません。 

 B： I can try to help. (Do you know) the address? 

  お手伝いします。住所はわかりますか？ 

 

６. A： Could you (speak more slowly)? 

  もう少しゆっくり話していただけますか？ 

 B： Okay. Where is the bus terminal? 

  わかりました。バスターミナルはどこですか？ 

  

head は名詞「頭」が有名ですが、動詞「向かう・向ける」という意味もあります（「頭が進行方向に向いてい

る」イメージで考えればOKです）。2. Where are you headed? は受動態の形で、直訳「あなたはどこへ向

けられていますか？」→「どこへ向かっているのですか？」となりました。 
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Role playing (ロールプレイング) 

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。 

 

A： Excuse me. Do you speak English? 

 すみません。英語を話しますか？ 

B： Sorry, (could you say that again)? 

 ごめんなさい、もう一度言っていただけますか？ 

A： Do you speak English? 

 英語を話しますか？ 

B： Yes, but only a little bit. (Do you need some help)? 

 はい、ほんの少しだけですが。お困りですか？ 

A： I think I’m a bit lost. 

 少し迷ってしまったようです。 

B： I see. (Where are you headed)? 

 なるほど。どこへ向かっているのですか？ 

A： I’m looking for a restaurant my friend told me about. 

 友人が教えてくれたレストランを探しています。 

B： I’m sorry. (Could you speak more slowly)? 

 ごめんなさい。もう少しゆっくり話していただけますか？ 

A： I’m looking for a restaurant my friend told me about. 

 友人が教えてくれたレストランを探しています。 

B： Okay. (Do you know the address)? 

 わかりました。住所はわかりますか？ 

A： I have the address and name written down. 

 住所と名前を書いた紙を持っています。 

B： Let me see. (Just a moment). 

 見せてください。ちょっと待ってくださいね。 

A： Thank you so much! 

 ありがとうございます！ 
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Say it in English (英作文) 

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。 

 

１． お困りですか？ 

 →Do you need some help? 

 

２． どこへ向かっているのですか？ 

 →Where are you headed? 

 

３． 住所はわかりますか？ 

 →Do you know the address? 

 

４． もう一度言っていただけますか？ 

 →Could you say that again? 

 

５． もう少しゆっくり話していただけますか？ 

 →Could you speak more slowly? 

 

６． 少し待ってください。 

 →Just a moment. 

 

 

Let’s try again! (もう一度試してみよう！) 

次のシチュエーションをイメージしてロールプレイを行い、全てのゴールをクリアしましょう。 

 

シチュエーション： 

あなたは、駅で困っているように見える外国人に話しかけます。 

会話はあなたから始めます。 

 

 

ゴール： 

 困っているかどうか尋ねる 

 助けを求められたら、もう一度言ってくださいと言う 

 もう一度言われたら、もう少しゆっくり話してくださいと言う 

 道を聞かれたら、どこに向かっているか聞く 

 場所を言われたら、住所はわかるか尋ねる 

 住所を書いたものがあると言われたら、見せてください、少し待ってくださいと言う 


