Level A2 Business English

Finding Your Seat On The Plane
機内で座席を見つける

Lesson 84

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Could you show 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
Mrs. Watanabe is trying to find her seat on the plane.
渡辺さんは機内で自分の席を見つけようとしています。

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。

Flight Attendant: Welcome aboard, Ma’am.

フライトアテンダント：
ご搭乗ありがとうございます。

Mrs. Watanabe : Could you show me where my seat is?

渡辺：
私の席がどこだか教えていただけますか？

Flight Attendant: Could I see your boarding pass please?

フライトアテンダント：
搭乗券を見せていただけますか？

Mrs. Watanabe : Yes, here you are.

渡辺：
はい、こちらです。

Flight Attendant: Seat number F3, it’s just here.

フライトアテンダント：
座席番号F３、ちょうどこちらです。

Mrs. Watanabe : Thank you so much. Where should I put
my bag?
Flight attendant: I’ll put it in the baggage compartment
for you.

渡辺：
ありがとうございます。かばんはどこに置け
ばいいですか？
フライトアテンダント：
私が荷物入れにお入れいたしますよ。

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。

boarding pass
baggage compartment

搭乗券
荷物入れ

Ma’am

夫人、奥様
（女性に対する呼びかけ）
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

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

Finding Your Seat On The Plane
機内で座席を見つける

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。

Could you show me where my seat is please?

私の席がどこだか教えていただけますか。

I’m sorry I’m not sure where my seat is.

すみません、私の席がどこだかよく分からない
のですが。

Sorry I can’t find my seat.

すみません、席が見つかりません。

Where should I put my bag?

かばんはどこに置いたらいいですか？

Excuse me, could you help me with my bag?

私のかばんを手伝ってもらえますか？

Excuse me, I think that’s my seat.

すみません、それは私の席だと思うんですが。

6 ACTIVITY
練習

Activity 1: Ask the flight attendant to help you. Use the words below in your conversation.
練習1： フライトアテンダントにお願いをしてみましょう。下記の単語を使ってみましょう。

I’m sorry

seat

where

bag

Excuse me

Could you

Activity 2: Now have another conversation but this time you are the flight attendant.
練習2： 次はあなたがフライトアテンダントの役になって、会話をしてみましょう。
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