
SITUATION  

Kumi is reserving a table for tomorrow evening. 

クミは電話で席の予約をしています。 

Woman: This is ABC restaurant.  

               May I help you? 

    

Kumi    : Could I reserve a table for four at 

seven tomorrow evening? 

  

Woman: Sure. Tomorrow at seven for 4 

people…..Yes, we could. May I have 

your name and phone number please? 

 

Kumi    : Yes, my name is Kumi Tanaka, and my 

phone number is 180-2506-309. 

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。  

女性： 
こちらはABCレストランです。ご用
件を承ります。 
 
 
クミ： 
明日7:00に4名で予約をできます
か？ 
      
 
女性： 
かしこまりました。明日7：00で4名
様ですね。はい大丈夫です。お名
前と電話番号をお願いします。 
              
 
クミ： 
はい、タナカクミと申します。電話
番号は180-2506-309です。 

Lesson 84 

今日のフレーズ 
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

 

状況 

ダイアログ 

語い 

Level A1 Business English 

reserve  予約する 

May I～  ～してもよろしいですか？ 

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。  

Could I reserve a table for four 

at seven tomorrow evening? 

 
明日7:00に4名で予約を出来ますか？ 

1 

2 

3 

4 

Making Reservation Over The Phone 

電話で予約する 

table for 4 4名のテーブル 

Could I ～? ～できますか？  

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd.  



LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント 

Lesson 84 
Level A1 Business English 

smoking/non smoking seat   禁煙・喫煙席  

mind 気にする   

sit 座る 

5 

Reserving Over The Phone 
電話で予約をする 

separately 別々に 

pay 支払う  

～で予約をとりたいのですが？ 

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.Do you have non-smoking seats? 

2.Do you mind sitting separately? 

3.Could I reserve a table for 5 at 8 o’clock?  

4.Do you accept credit card? 

5.When would you like to make reservation for? 

禁煙席は空いていますか？ 

Could I make a reservation for～?  

Sure. All our seats are 

non-smoking. 

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。  

Do you have any non-smoking 

seats available?   

クレジットカードは使えますか？ 

Do you have a table by the window?  

At the ABC hotel. 

Could I reserve a table for four 

at seven tomorrow evening? 

 

 

明日7:00に4名で予約を出来ますか？ 

窓際のテーブルは空いてますか？ 

Do you accept credit cardｓ?  

Making Reservation Over The Phone 

電話で予約する 

練習 
6 ACTIVITY 

 

Hints 
ヒント 
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