Level A2 General English

Boarding A Plane
飛行機に搭乗する

Lesson 83

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Would you please tell me
where my seat is?
私の席がどこだか教えていただけますか？

2 SITUATION
状況
Ken is boarding a plane.
ケンは飛行機に乗り込んでいるところです。

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。

Attendant: Good afternoon, sir. Welcome aboard.
What is your seat number?
Ken

アテンダント：
こんにちは。ご搭乗ありがとうございます。
お座席番号はどちらですか？
ケン：
19Bです。

: It's 19B.

Attendant: This way, please.
--------------------------------------------------------------------------------Ken
: Excuse me, would you please tell me where my
seat is?
Attendant: Certainly, I'll take you to.

(There is a man sitting in Ken's seat)

Excuse me sir, I'm afraid you're sitting in the wrong
seat.
Could you show me your boarding pass, please?
Here is your seat.

Ken

4

: Thank you. Could you help me with my bag please?

アテンダント：
こちらでございます。
------------------------------ケン：
すみません、私の席がどこだか教えていただ
けますか？
アテンダント：
かしこまりました。お連れいたします。
（そこで、ケンの席に男性が座っているのを
発見）
すみませんお客様、恐れ入りますが間違っ
た席におかけのようです。搭乗券を拝見して
もよろしいでしょうか？
はい、こちらがあなたのお席です。
ケン：
ありがとう。私の荷物を手伝っていただけま
すか？

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。

This way, please

どうぞこちらです

I’ll take you to

お連れします

（方向を示して言う）
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Would you please tell me where my seat is?
私の席がどこだか教えていただけますか？
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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。

Excuse me. Where is my seat?
Can I change to this seat?

すみません、私の席はどこですか？
この席に替わってもいいですか？

Can I take that empty seat?

あの空席を使ってもいいですか？

I'm afraid you're sitting my seat.

私の席にお掛けになっているようなんですが。

May I get through?

通ってもいいですか？（通路で）

Excuse me, coming through.

すみません、通ります。

May I recline my seat?

私の席を倒してもいいですか？

Can I put the armrest up?

ひじかけを上にあげてもいいですか？

Could you put the seat back?

座席の背を元に戻していただけますか？

Would you put my bag up there?

私のかばんをそこに上げていただけますか？

6 ACTIVITY
練習

Activity : Practice the following situations with your tutor.
練習： 下記の状況の時に何と言うか、先生と練習してみましょう。

1. You can't find your seat. You're going to ask a cabin-attendant.
2. You find someone is sitting in your seat.
3. You want to put the armrest up.
4. Your carry-on souvenir is a little large. A tall, male cabin-attendant is coming to you.
5. The aisle is blocked. You can't pass through.
6. You want to recline your seat.

Hints
ヒント
armrest
souvenir

ひじかけ

male

男性の

おみやげ
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