Level A1 General English

Renting A Car
レンタカーを借りる

Lesson 81

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I would like to rent a car.
レンタカーをお借りしたいです。

2 SITUATION
状況
Toru is renting a car.
トオルはレンタカーを借りています。

3 ダイアログ
DIALOGUE
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。

Staff: Hello. How can I help you?

スタッフ：
こんにちは。いらっしゃいませ。

Toru: Hello. I would like to rent a car.

トオル：
こんにちは。レンタカーをお借り
したいのですが。

Staff: Sure. For how long?

スタッフ：
かしこまりました。期間はいかが
致しますか？

Toru : Three days.

トオル：
３日間お願いします。

Staff: What kind of car would you like
to rent?

スタッフ：
どんな車種をご利用になります
か？

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。

help
rent

手伝う
借りる

how long
car

どのくらい

kind

種類

車
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

I would like to rent a car.
レンタカーをお借りしたいです。

Key Phrases For Renting A Car
レンタカーを借りる時のキーフレーズ

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 would like to rent a car.
Can I reserve a rental car here?

レンタカーをお借りしたいです。

How long would you like to rent it?

どのくらいの期間お借りしたいですか？

What kind of car would you like to
rent?

どんな車種をご利用になりますか？

ここでレンタカーを予約できますか？

Do you want a compact or
medium-sized car?

コンパクトカーがよろしいですか、
中型車がよろしいですか？

6 ACTIVITY
練習
Activity: Read the questions and match them with the correct answers below.
練習： 下記の質問を読み正しい答えとマッチさせましょう。

1. What kind of car would you like to rent?
2. Do you need insurance?
3. How long would you like to rent the car?
4. Could you show me your driver’s license?
5. Where would you like to return the car?
6. Does that include the cost of the gas?
Yes, please.

Sure.

For just one
day, please.
A 4WD vehicle, please.

Hints
ヒント

need
必要とする
insurance 保険
show
見せる

Bring it back
with a full tan
k
and there is
no charge.
n, please.
XYZ statio

driver 運転手
license 免許証
Include ～を含む

return 返す
tank
タンク
charge 請求
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