Level A2 General English

Checking A Flight Schedule
フライトスケジュールを確認する

Lesson 85

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Will the flight depart on schedule?
フライトは定刻通りに出発しますか？

2 SITUATION
状況
Mary is asking an airline staff member about her flight schedule.
メアリーはフライトスケジュールの確認で空港スタッフに話しかけています。

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。

Mary: Excuse, me. I‘m flying to Los Angeles. Will the
flight depart on schedule?

メアリー：
すみません、ロサンゼルスに向かっているの
ですが。フライトは定刻通りに出発しますか？

Staff: No, the flight has been delayed due to bad weather.

スタッフ：
いいえ、フライトは悪天候のため遅れています。

Mary: Oh, that's too bad. Actually I have a connecting flight
in Los Angeles. I might miss my flight.

メアリー：
えー、困りました。実は私はロサンゼルスで乗
り継ぎ便があります。フライトを逃すかもしれま
せん。

Staff: Well, let me check. Where are you going from Los
Angeles?

スタッフ：
ええと、確認させてください。ロサンゼルスから
はどちらに行かれますか？

Mary: I’m going to Mexico City. My connecting flight number
is AZA16.

メアリー：
私はメキシコシティに行きます。乗り継ぎ便の
フライト番号はAZA16です。

Staff: You still have almost three hours there, so you don‘t
have to worry about that. Enjoy your flight.

4

スタッフ：
まだそこでほぼ3時間あるから、心配する必要
はないですよ。フライトを楽しんでください。

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。

depart 出発する
on schedule 定刻通り

connecting
miss 逃す

接続する
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Will the flight depart on schedule?
フライトは定刻通りに出発しますか？
Checking a Flight Schedule
フライトスケジュールを確認する

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。

Will the flight depart on schedule?

フライトは定刻通りですか？

I have a connecting flight on AZA Airlines 16.

私はAZA航空の16便に乗り継ぎがあります。

Are there any other flights that will get there
by tomorrow?

明日までに到着する他のフライトはありません
か？

The flight has been delayed due to dense fog
at the airport.

フライトは空港の濃い霧のために遅れています。

We'll put you on the next flight.

次の便にお乗せします。

The boarding gate for AZA Airlines Flight 16 to
Los Angeles has been changed from Gate
A41 to Gate A54.
In that case, you have to stay overnight in
Chicago.

AZA航空16便ロサンゼルス行の搭乗口はA41
番からA54番に変更になりました。

その場合、あなたはシカゴで一晩過ごさなくて
はいけません。

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. Your flight was delayed but you need to reach your destination by tomorrow.
2. You want to know what time will your plane will depart.
3. You are flying to Cancun. You want to know if the flight is departing on time.
4. You want to know whether will the flight depart on schedule or not.
5. You want to see your schedule.
6. You are afraid of missing your flight. You want to know what you should do just in case.

Hints
ヒント
dense （密度が）濃い
stay overnight 一晩泊まる
departing

destination
just in case

目的地
念のため
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