Level A2 Business English

Making Hotel Reservations
提案をする

Lesson 82

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I would like to book a double
room for next week.
来週、ダブルのお部屋を予約したいのですが。

2 SITUATION
状況
Mrs. Sato is speaking to a receptionist on the phone.
She is making a hotel reservation.
佐藤さんは電話で受付係と話しています。ホテルの予約をしています。

3 DIALOGUE
ダイアログ
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。

Mrs. Sato

佐藤：
こんにちは、空いている部屋はあり
ますか？

: Hello, do you have any rooms available?

Receptionist: I’m sure we can accommodate you. What
type of room would you like?
Mrs. Sato

: I would like to book a double room for next
week.

Receptionist: How many nights would you like to stay?
Mrs. Sato

受付係：
お泊りいただけますよ。どのタイプの
部屋がよろしいでしょうか？

: I’d like to stay for three nights from Friday
night to Monday morning.

Receptionist: That’s fine. Could I have you name and
e-mail please?

佐藤：
来週、ダブルの部屋を予約したいの
ですが。
受付係：
何泊されますか？
佐藤：
金曜夜から月曜朝まで３泊泊まりた
いのですが。
受付係：
大丈夫です。お名前とメールアドレス
をいただけますか？

4 VOCABULARY
語い
Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

available

利用できる

accommodate

泊める、収容する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I would like to book a double room for
next week.
来週、ダブルのお部屋を予約したいのですが。

Making Hotel Reservations
ホテルを予約する

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

I’d like to book / reserve
Can I / Could I book / reserve _______?
a single room
a double room
a family room
a suite
I’d like to stay from ____ to ____.
Does the room have internet access?
Is breakfast included?
Do you have an airport bus?
Can I pay by card?

予約したいのですが
予約できますか？
シングルルーム
ダブルルーム
ファミリールーム
スイートルーム

＿から＿まで滞在したいです。
その部屋はインターネット接続がありますか？
朝食は含まれていますか？
空港への送迎バスはありますか？
カードで払えますか？

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Book some rooms in a hotel using the information bellow.
練習１： 下記の情報を使って、ホテルの予約をしてみましょう。

Single room, 2 nights,
August 8th to August 10th,
airport bus.

Double room, 1 night,
October 31st, internet access.

Family room, 5 nights,
September 14th to
September 19th,
including breakfast.

Single room, 4 nights,
November 4th to November
7th, internet access.

Activity 2:Now book a hotel room and use any dates and information you want.
練習2： 任意の日付、情報を用いて、ホテルの予約をしましょう。
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