Level A2 General English

At The Baggage Claim
荷物引き渡し所にて

Lesson 89

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

My suitcase hasn't arrived.
私のスーツケースが届いていません。

2 SITUATION
状況
Ken can’t find his suitcase at the baggage claim.
ケンは荷物受渡所でスーツケースが見つかりません。

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 : My suitcase hasn't arrived. Could you check where
my baggage is?

ケン：
私のスーツケースが届いていません。私の荷物が
どこにあるか確かめてもらえますか？
スタッフ：
航空券と預り証はお持ちですか？

Staff: Do you have your air ticket and claim tag?

ケン：
はい、こちらです。

Ken : Yes, here they are.
Staff: Let me check... Ah, I’m sorry but your baggage is
now in Seattle. It'll arrive here in a few days.

スタッフ：
確認させてください…ああ、申し訳ございませんが
あなたの荷物は今シアトルにあります。２、３日でこ
ちらに届きます。

Ken : Could you bring my baggage to the hotel?

ケン：
ホテルまで私の荷物を持ってきてもらえますか？

Staff: Yes, of course. Would you fill out this form?
And also we need your signature here.

スタッフ：
はい、もちろんです。こちらの書式に記入していた
だけますか？それとまた・・・こちらにもサインが必
要です。

Ken : Here it is.

ケン：
はいどうぞ。

Staff: Thank you very much. We'll deliver it to your hotel
as soon as possible. Sorry for the inconvenience.

スタッフ：
ありがとうございます。できるだけ早くホテルにお届
けします。ご不便をおかけして申し訳ありません。

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。

claim tag 荷物預かり証
fill out 書き入れる

signature サイン
inconvenience

不便
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

My suitcase hasn't arrived.
私のスーツケースが届いていません。
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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。

I can't find my suitcase.
Could you help me to find it?

私のスーツケースが見つかりません。
見つけるのを手伝ってもらえませんか。

My baggage is a blue suitcase with a pink
handle and a black name tag.

私の荷物はピンクの取っ手と黒いネームタグの
ついたブルーのスーツケースです。

How soon could you deliver it?

どのくらい早く届けてもらえますか。

It'll arrive here in a few days.
- I won't be here in a few days.
- I’ll be in Paris in a few days.

2、3日したら届きます。
―2、3日したらここにはいません。
―2、3日したらパリにいます。

Could you tell us where you're staying?

どこに滞在されるか教えてもらえますか。

I need to change my clothes.
Could you compensate for that?
- Please buy the things you need and send
us the receipt.

着替えをしなければならないのですが、
その分を補償していただけますか？
―必要なものを買って、レシートを送ってく
ださい。

Could you call my hotel when you find it?

見つけたらホテルに連絡をいただけますか？

Could you bring my baggage to the hotel?

私の荷物をホテルまで持ってきていただけますか？

My suitcase has been damaged.

スーツケースが傷んでいます。

One of the suitcase wheels has come off.

スーツケースの車輪が一つ取れています。

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 suitcase wheel has been broken. There were four wheels before, but now they are only three.
2. You want the airline company to call your hotel when they find your baggage.
3. You can't find your suitcase. You want someone to help you find it.
4. Your suitcase is terribly damaged.
5. The airline company tells you they will deliver your suitcase to your hotel, but you're going to move
to New York in a few days.
6. You want the airline company to buy you some clothes
for (C)
the2012
time
being.
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