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会話トピック 

Do you have any failure stories when you had a trip? 

旅の失敗談ってある？ 

 

ダイアローグ 

Ken: Traveling always comes with some troubles. Do you have any 

failure stories when you had a trip?  

ケン:「旅ってトラブルがセットみたいなものだよね。二人は旅行の失敗談って

ある？」 

 

Yoko: Of course, I do. When I homestayed in Australia for a week, I 

forgot to bring a converter with me. Do you know what it is? 

It's a device you plug into the wall when you want to use Japanese 

electronic devices in foreign countries. 

I could not use my hair dryer that I brought from Japan without a 

converter.  

Because I couldn't dry my hair well, I ended up catching a cold. 

ヨウコ:「もちろんあるわよー☆私はオーストラリアに 1 週間ホームステイに行

ったことがあるの。その時に、変圧器あるじゃない。あのコンセントにさして、

日本の電化製品を海外でも使えるようにするやつ。 

あれを忘れたのよ。そうしたら、せっかく持って行ったヘアドライヤーが使え

なくって。。 

髪をちゃんと乾かせなくて、風邪を引いた。って思い出があるわ ^^;」 

 

 

Misa: That's funny! I have a story too. When I went to the UK, I joined a 

tour to go around the Harry Potter's movie locations. 

I was looking forward to visiting the library and the hall in the University 

of Oxford where it was filmed. 

However, I could not go inside and see them because they were closed 

for the day for some reason. 

It was a terrible experience for me because both places were supposed 

to be the highlight of the tour. I still feel shocked when I think back 

about it. 



 

 

ミサ:「面白いですね！私もあるなー。イギリスに旅行に行った時に、ハリーポ

ッターのロケ地を巡るっていうツアーに参加をしたんです。 

メインは撮影に使われたオックスフォード大学の中にある、図書館や大広間を

見られる。っていうのがあって、とってもとっても楽しみにしていたんです。 

なのに、当日行ったらその日は見られない日で、結局行ったのに見られなかっ

た。という事がありましたー T T 

その図書館が見られるのがメインのツアーなのにひどいですよねー。もう今で

もショックですよーw」 

 

Ken: That's too bad. I can't believe you could not enjoy the highlight of 

the tour. 

ケン:「それは残念だったね >< ツアーで行っているのに見られないなんて信じ

られないね！」 

 

Misa: Exactly. I will go back and visit there again once I've saved up 

enough money. 

ミサ:「本当ですよー。働いてお金貯めたらリベンジします！」 

 

 

 

 

キーとなる英単語 or フレーズ 

failure story 失敗談/ have a trip 旅行をする 

home stay with a family ホームステイをする/ converter 変圧器 

plug ～ into the wall ～を壁に差し込む/ electronic devices 電化製品 

hair dryer ドライヤー/ dry one's hair 髪を乾かす 

end up ～ 結局～になる/ catch a cold 風邪をひく 

a movie location 映画の撮影場所 

look forward to doing～ ～することを楽しみにする 

the University of Oxford オックスフォード大学/ terrible ひどい 

highlight 見所 / save up お金をためる 


