Lesson 40 ラストオーダーについて説明する
It’s time for last orders.

Restaurant

Conversation
Waiter
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer
Waiter

: Excuse me, sir. It’s time for last orders.
: Already? But it’s only 10 o’clock! The sign outside says open till 2am!
: Those are our Friday and Saturday night opening hours. Our weekday opening
hours are different.
: Oh. Is that so? So tomorrow, Friday, what time do you open and close at?
: We open from 5pm tomorrow and close at 2am.
Last order is at 1am. Would you like to make
any last orders now, sir?
: We’re fine thanks.
: Very well, sir. When you’re ready please bring
your bill to the register at the front.
Thank you for dining with us today!
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
Excuse me, sir. It’s time for last orders.
Last orders, please.
Would you like to make a final order?
Any last orders?

失礼します。ラストオーダーのお時間です。
ラストオーダーのお時間です。
最後に何か頼まれますか。
ラストオーダーです。

What time is last orders?
Last orders are at what time?
When is last orders?

ラストオーダーは何時ですか。
ラストオーダーは何時ですか。
ラストオーダーはいつですか。

What are your opening hours?
What time do you open/close at?
When is closing time?
You open at what time tomorrow?

開店時間はいつですか。
何時に開きますか／閉まりますか。
閉店時間はいつですか。
明日は何時に開きますか。

Vocabulary and Pronunciation Practice

last orders
closing
opening
final

ラストオーダー
終わりの
始まりの
最終の

register
bill/check
dining
front

レジ
勘定
食事
正面の
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Lesson 40
It’s time for last orders.

Restaurant

Practice

Fill in the blanks.

1. _________ a notice, bearing a name, direction or advertisement that
is viewed by the public.
2. _________ ok, well, no problem.
3. _________ at the beginning, or entrance of a building.
4. _________ the hour when the shop, store finishes.
5. _________ usually meaning Monday to Friday.
6. the _________ a list of items to be paid for by the customer.
7. _________ expression used to inform customers that closing time is
approaching and it is the last chance to order food/drinks
8. _________ the times from which business starts and finishes
9. _________ the place at a shop or restaurant where one pays for goods
or services
10._________ the hour when the shop, store starts business.

last orders
register
bill/check
the front
opening time
opening hours
closing time
sign
weekday
fine

Listening
Listen to the following conversations. What are the opening/ closing times?
Conversation 1: _______________________
Conversation 2: _______________________
Conversation 3: _______________________
Conversation 4: __________________
Conversation 5: _______________________

Roleplay:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening hours?/ Mon-Sat 5pm- midnight. Last order at 11:30pm.
Last orders?/ 4am. We close at 5am.
What time do you open tomorrow?/ From lunch, 2pm.
10pm- any last orders?/ 2 beers thanks.
Sat night opening hours?/ 6pm to 5am.
Last orders for all-you-can-drink?/ 15minutes before the 2 hours are
up.
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Conversation 日本語訳
ウェイター
客
ウェイター
客
ウェイター
客
ウェイター

: 失礼します。ラストオーダーのお時間です。
: もうですか？でも、まだ１０時ですよ。外の表示には２時まで空いていると書いてあるのに。
: あれは金曜と土曜の夜の営業時間です。平日の営業時間とは異なります。月曜から木曜までの営業
時間はあそこに書いてあります。
: そうなんですか？では、明日の金曜日は何時に開店していつ閉店するんですか？
: 明日は夕方５時に開店して２時に閉店します。ラストオーダーは１時です。最後に何か頼まれますか？
: いえ、結構です。
: かしこまりました。お支度が終わりましたらお勘定を受付にお持ちください。本日はありがとうございま
した。

Listening Conversations:
Conversation 1:
Waiter
: Very sorry, ladies, but it’s time for last orders.
Customer
: Already? Oh, look! It’s 10:30! You close at 11 right?
Waiter
: That is correct, madam.
Conversation 2:
Customer
: Excuse me, what time is last orders?
Waiter
: Last orders is at 11:30. We close at midnight on Thursdays.
Conversation 3:
Customer
: Table for 2, please. Can we get the 2-hour all-you-can-drink course?
Waiter
: I’m so sorry, sir. We close at 10:30 and it’s already 9:15. We cannot offer you the 2 hour
all-you-can-drink course from this time.
Conversation 4:
Waiter
: It’s time for the all-you-can-drink last orders, please.
Customer
: 2 more beers thanks. What time are you closing at?
Waiter
: We stay open till late tonight. We’ll close at 4am.
Conversation 5:
Customer
: Hi, are you still open?
Waiter
: So sorry. We just took last orders. We close at 10 tonight.
《日本語訳》
会話１:
ウェイター
客
ウェイター

: 申し訳ありませんが、ラストオーダーのお時間です。
: もうですか。あれ、１０時半ですね。１１時に閉まるんですよね？
: その通りです。

会話２:
客
ウェイター

: すみません、ラストオーダーは何時ですか？
: １１時半です。木曜日は０時に閉店します。

会話３:
客
ウェイター

: ２人です。２時間の飲み放題コースにできますか？
: 申し訳ありません。当店は１０時半に閉店するのですが、現在９時１５分です。この時間から２時間の
飲み放題コースをご案内することはできません。

会話４:
ウェイター
客
ウェイター

: 飲み放題のラストオーダーです。
: ビールを２つお願いします。何時に閉店するんですか？
: 今夜は遅くまで開いています。午前４時に閉店します。

会話５:
客
ウェイター

: まだ開いていますか？
: 申し訳ありません。たった今ラストオーダーを取りました。今日は１０時閉店なんです。
©2015 Human Academy Co., Ltd. All Rights Reserved.

