
SITUATION  

Toru is booking a driver. 

トオルは運転手を予約しています。 

Staff: Hello.  How can I help you? 

 

Toru: Hello. I would like to book a driver. 

  

Staff: Sure. From when and for how long? 

 

Toru : Possibly from tomorrow for 2 days.   

 

Staff: OK, let me check the schedule. 

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。  

スタッフ： 
こんにちは。いらっしゃいませ。 
 
 
トオル： 
こんにちは。運転手を予約し
たいのですが。 
      
 
スタッフ： 
かしこまりました。いつからど
れぐらいの期間でしょうか？      
         
トオル： 
可能なら明日から2日間お願
いしたいのですが。 
 
スタッフ： 
かしこまりました。スケジュー
ルを確認させてください。 

Lesson 81 

今日のフレーズ 
PHRASE OF THE DAY 

状況 

ダイアログ 

Level A1 Business English 

help 手伝う   

book  予約する 

1 

2 

3 

Booking 

予約する 

how long どのくらい  

driver  運転手 

possibly 可能なら 

schedule  スケジュール 

DIALOGUE   

I would like to book a driver. 
運転手を予約したいです 

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。  
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント 

Lesson 81 
Level A1 Business English 

Hints 
ヒント need 必要とする  

ID 身分証明書   

show 見せる 
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Key Phrases for Booking a Driver and a Car 
運転手や車を予約する時のキーフレーズ 

driver 運転手 

license 免許証 

reserve 予約する  

運転手を予約したいのですが。 

ここでレンタカーを借りられますか？ 

どのくらいの期間予約されたいです
か？ 

Activity :Find the best answers and complete the conversations. 
練習： 下記の文をマッチさせて、会話を完成させましょう。 

1.What kind of car would you like to book? 

2.Do you have any preference? 

3.How long would you like to book the driver for? 

4.Could you show me your ID please? 

5.When would you like to book the driver from? 

6. Does that include the cost of the gas? 

どんな車種を借りたいですか？ 

return 返す  

tank タンク 

charge 請求 

I would like to book a car and a driver.  

What kind of car would you like to have? 

A large size 4 door sedan, please. 

Sure. 

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。  

How long would you like to book it for? 

Do you have a size and or a type 

preference? 

Can I reserve a rent-a-car here?  

車種やサイズのご希望はあります
か？ 

Booking 

予約する 

練習 
6 ACTIVITY 

I would like to book a driver. 
運転手を予約したいです 
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