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ワールドマスターズ通信ワールドマスターズ通信
　2021年5月22日（土）、23日（日）の2日間、美波町では、生涯スポーツの
国際大会「ワールドマスターズゲームズ（ＷＭＧ）2021関西」トライアスロンと
アクアスロンの２競技が開催されます。
　美波町では、先日第21回ひわさうみがめトライアスロン大会の中止が決定し
ましたが、ワールドマスターズゲームズ2021関西は当初計画のとおり2021
年5月の開催に向け準備を進めています。また、別紙折込チラシ「ワールドマス
ターズ（WMG）2021関西パラトライアスロン試走に関して（お知らせ）」のと
おり、９月13日（日）にパラトライアスロンの試走を行いますので、ご迷惑を

おかけしますが、ご協力よろしくお願いします。
　町公式ホームページ内にワールドマスターズゲームズ2021関西の大会案内に関するページを開
設しており、随時更新しておりますので、大会に関する情報はホームページをご覧ください。
　美波町公式ホームページ（https://www.town.minami.lg.jp/docs/829562.html）
外国人参加者をおもてなし
　本大会では、エントリー定員約1,700名（トライアスロン（スタンダード部門）：1,000名、（スプ
リント部門）：300名、（パラ部門）：50名、アクアスロン：350名）のうち、外国からも多くの参
加者を見込んでおります。
　今後、このコーナーでは日常で使える簡単な日常英会話のフレーズを紹介していきます。
道案内編（英語 -ENGLISH-）
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日 本 語 英 　 語 例 　 　 　 　 文
日 本 語 英 　 語

～の所までまっすぐ
行ってください。

信号機までまっすぐ
行ってください。

～を通り過ぎて
ください。

コンビニを通り過ぎ
てから左に曲がって
ください。

銀行を右に曲がって
ください。

道を
横断してください。横断する、渡る

４番目の通りを左に
曲がって桜町通りに
行ってください。

Go straight until

you get to～.

Go straight this way until 

　　　　you get to the traffic lights.

ゴー ストレイト ディス ウェイ アンティル

ユー ゲット トゥ ザ トラフィック ライツ

Go past the convenience store

                                 and turn left.

ゴー パスト ザ コンビニエンス ストア

アンド ターン レフト

There is a bank on the corner

     and the post office is next to it.

ゼア イズ ア バンク コーナーオン ザ

アンド ザ オフィス イズネクスト トゥイットポスト

Turn right at the traffic light and

you’ll find the Town Office.

ターン ライト アット ザ アンドトラフィック ライト

ユール ファインド タウン オフィスザ

Take the fourth left onto

　　　　　　　Sakura-machi Street.

テイク ザ フォース レフト オントゥ

サクラ マチ ストリート

Go past～.
ゴー パスト

To cross～.
トゥ クロス

横断する、渡る
トゥ クロス

To be next to～.～の隣に
トゥ ビー ネクスト トゥ

You’ll find～.～が見えます。
ユウール ファインド

Cross the street.
ザ ストリートクロス

～を右に曲がってく
ださい。 / ～を左に
曲がってください。

～番目の通りを右に
曲がってください。
/ ～番目の通りを左
に曲がってください。

Turn right at the bank.
ターン ライト ザ バンクアットTurn right at～. 

/ Turn left at～.

道の駅の
前にあります。

役場が見えます。

To be

      in front of～.
～の前に

トゥ ビー

イン フロント オブ It’s in front of the Road Station.
イン オブフロント ステイションロードイッツ

そこの駅の
向かい側です。

そこの角に銀行が見
えます。郵便局はそ
のすぐ隣です。

～の向かい側に
To be across

from～.

トゥ

フロム

アクロスビー

It’s across from the station.
アクロス ザフロム ステイションイッツ

Take the～right.

/ Take the～left.

ターン ライト アット

ターン レフト アット

テイク ザ ライト

テイク ザ レフト

ゴー ストレイト アンティル

ユー ゲット トゥ

道案内で覚えておくべき英単語
● 角、曲がり角　Corner（コーナー）
● 信号機　Traffic light（トラフィック ライト）

● 交差点　Intersection（インターセクション）
● 道のつきあたり　End of the road（エンド オブ ザ ロード）


