Level A1 General English

Reserving Tickets Over The Phone
電話でチケットを予約する

Lesson 84

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Could I reserve two tickets
for Lion King?
ライオンキングのチケットを2枚予約できますか？

2 SITUATION
状況
Kumi is reserving tickets for Lion King over the phone.
クミは電話でライオンキングのチケットを予約しています。

3 ダイアログ
DIALOGUE
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。

Ticket Agent: This is ABC ticket center.
May I help you?

チケット取扱窓口：
こちらはABCチケットセンターです。
ご用件を承ります。

Kumi

クミ：
ライオンキングのチケットを2枚予
約できますか？

: Could I reserve two tickets for
Lion King?

Ticket Agent: Sure. For which date?
Kumi

: Are there seats available
for March 9th?

チケット取扱窓口：
かしこまりました。いつがよろしい
ですか？

クミ：
3月9日の席はありますか？

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。

ticket agent チケット取扱窓口
reserve 予約する
date 日付

seat 席
March 3月
available 入手可能な、あいている
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

Could I reserve two tickets
for Lion King?
ライオンキングのチケットを2枚予約できますか？

Reserving Tickets Over The Phone
電話でチケットの予約をする

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。

When do you have seats available?

いつの席ならありますか？

Where can I pick up the tickets?

チケットはどこで受け取れますか？

Where is the theater?

劇場はどこですか？

How can I pay for the tickets?

チケット代はどのようにして支払えばいいで
すか？

What time does the musical begin?

ミュージカルは何時に開始しますか？

6 ACTIVITY
練習
Activity :Read the questions and match them with the correct answers below.
練習： 下記の質問を読み正しい答えとマッチさせましょう。

1. How can I get to the theater?
2. Do you mind sitting separately?
3. Could I reserve tickets for tomorrow night?
4. Where can I pick up the tickets?
5. When does the musical finish?
6. How would you like to pay for your tickets?
You should take the
No.1 bus from the
station.
At the ABC hotel.

Hints
ヒント

theater 劇場
mind 気にする
sit 座る

separately 別々に
pick up 受け取る
pay 支払う
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