Level A2 Business English

Finding Your Boarding Gate
搭乗口を見つける

Lesson 87

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Is this the boarding gate for
the flight to Sydney?
こちらがシドニー行きのフライトの搭乗口ですか？

2 SITUATION
状況
Mr. Nakamura is trying to find his boarding gate.
中村さんは搭乗口を探しています。

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。

Mr. Nakamura: Excuse me, could you help me? Is this
the boarding gate for the flight to
Sydney?
Attendant

: Oh, I’m afraid not, sir. This is the gate
for Melbourne. You need gate number
23 for Sydney.

Mr. Nakamura: Oh, which way is gate 23?
Attendant

中村：
すみません、助けていただけますか？こち
らはシドニー行きの便の搭乗口ですか？

アテンダント：
いいえ、お客様違いますよ。こちらはメルボ
ルン行きの搭乗口です。シドニー行きは
ゲート23番です。

中村：
あら、ゲート23番はどうやって行きますか？

: Go back to the departure lounge and
follow the signs to gate 23. It should
only take you five minutes.

アテンダント：
出発ラウンジに戻って、23番の標識に従っ
てください。5分くらいだと思いますよ。

中村：
ありがとうございます。

Mr. Nakamura: Thank you so much.

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。

departure lounge
sign 標識

出発ラウンジ

which way?

どちらですか？
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Is this the boarding gate for the
flight to Sydney?
こちらがシドニー行きのフライトの搭乗口ですか？

Finding Your Boarding Gate
搭乗口を見つける

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。
すみません、助けていただけますか？

Excuse me, could you help me?

こちらは＿＿のゲートですか？

Is this the gate for______?

ゲート番号＿＿はどちらですか？

Which way is gate number____?

ゲート番号＿＿へはどうやって行きますか？

How can I get to gate number____?
I’m trying to get to gate number____?

ゲート番号＿＿に行こうとしています。

Could you tell me which way gate____ is?

ゲート＿＿はどうやって行くか教えていただけ
ますか？

Could you tell me where _______ is?
＿＿はどこだか教えていただけますか？

6 ACTIVITY
練習
Activity 1: Try to find your boarding gate. Use the expressions above and the information below.
練習１： 搭乗口を探すロールプレイをしましょう。上の表現と、下記の情報を使ってください。

gate 11

departure lounge

gate for Seoul

check in desk

gate 26

gate for Haneda

Activity 2:Talk about your last time in an airport. Did you have any problems?
練習2： 前回空港に行ったときのことを話してみましょう。何か問題がありましたか？
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