Level A2 General English

Booking A Hotel Room
ホテルの部屋を予約する

Lesson 81

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I would like to book a single
room.
シングルルームを予約したいのですが。

2 SITUATION
状況
Ken calls a hotel to reserve a room.
ケンは部屋を予約するためにホテルに電話します。

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。

Ken

ケン：
こんにちは、予約がしたいのですが。

: Hello, I'd like to make a reservation.

受付：
かしこまりました。お名前をいただけますか？

Receptionist: Certainly. May I have your name, please?
Ken

ケン：
ゴトウケンと申します。

: My name is Ken Goto.

受付：
シングルとダブルはどちらになさいますか？

Receptionist: Would you like a single or a double?
Ken

ケン：
シングルを予約したいです。

: I would like to book a single room.

受付：
いつ部屋がご入り用か教えていただけます
か？

Receptionist: Could you tell me when you need the room?
Ken

: My plans is to stay from August 13th to the 15 th.

Receptionist: Okay, Mr. Goto. Your reservation is confirmed.
Thank you so much for choosing our hotel!

4

ケン：
8月13日から15日でそちらに泊まる計画です。
受付：
はい、ゴトウ様、あなたの予約が確定いたしまし
た。私どものホテルをお選びいただきありがとう
ございます。

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。

make a reservation
need 必要である

予約する

plan 計画
confirm

確認する、確証する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I would like to book a single room.
シングルルームを予約したいのですが。
Booking a Hotel Room
ホテルの部屋を予約する

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。

Do you have any rooms for tonight?

今晩空いている部屋はありますか？

How much is the room?

部屋はおいくらですか？
部屋にはインターネット接続がありますか？

Does the room have internet access?
シングルとダブルのお部屋どちらがよろし

Would you like a single or a double room?
- I'd like a single, please.

いですか？
―シングルをお願いします。

Do you prefer a smoking room or nonsmoking
room?

喫煙のお部屋と禁煙のお部屋どちらがよ

What day will you be arriving?
-I will be arriving on August 13th.

いつご到着されますか？
―8月13日に到着します。

How many nights would you like to stay?
-For two nights.

何日（何晩）ご宿泊されますか？
―2晩です。

May I take your phone number?
-It's 81-90-1234-5678.

ろしいですか？

お電話番号をいただけますか？
―81-90-1234-5678です。

6 ACTIVITY
練習

Activity : Practice short dialogues with your tutor using the information below.
練習： 下記の情報を用いて、短いダイアログの練習をしましょう。

1. [ a double room / September 5th to 7th (for two nights) / smoking ]
2. [ a single room / October 31st (just for one night) / non smoking ]
3. [ a double room / December21st to 25th (for four nights) / non smoking ]
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