
SITUATION  
Ms. Lewis was asked by a customer if he can order something not on the menu. 
レストランでウェイトレスとして働くルイスさんは、 
お客様からメニューに無いものは注文できるのかと聞かれます。 

Ms. Lewis: Mr. Moore, a customer asked if he can order 
something not on the menu. 

 
Mr. Moore: It depends on what the customer wants. 

We can only serve dishes using ingredients 
we have here. 

 
Ms. Lewis: I’ll ask him what he wants. 
 
《at the customer》 
Ms. Lewis: Excuse me, sir. Could I ask you what 

specifically you would like to have? 
 
Customer: I’d like a dish with white fish, which goes 

with white wine. 

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。 	

ルイス： 
ムーアさん、お客様がメニューに無い
品は注文できるかどうか尋ねてこられ
たのですが。 
 
ムーア： 
それはお客様のご要望によりますね。
ここにある食材を使った料理しか出せ
ませんから。 
 
 
ルイス： 
何をご希望なのか聞いてきます。 
 
《お客様のところで》 
ルイス： 
恐れ入りますお客様、具体的にどう
いったものをお召し上がりになりたい
のでしょうか。 
 
客： 
白ワインに合うような、白身魚の料理
がいいのですが。 

Lesson 42 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 Business English 

depends on～　　　～による、～次第だ 
ingredient                材料、食材 
go with～　　　　　　　 ～に合う 

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。 	

It depends on what the customer 
wants. 
お客様のご要望によります。	
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

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。 	

Lesson 42 
Level A2 Business English 

It depends on what the customer 
wants. 
お客様のご要望によります。	

ACTIVITY 
練習	
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DEPENDS ON… 
It depends on the weather whether we’ll 
arrive there in time. 

It all depends on you whether this project 
will succeed or not. 

How long it takes to get there depends on 
the traffic. 

Taking a summer holiday will depend on if I 
can get my work finished. 	

It depends. 

Talking About Possibility Using Depends On  
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間に合うように到着できるかどうかは天候
によります。 
 
	
このプロジェクトの成功は君にかかってい
るんだ。 
 
そこに到着するまでどのくらいかかるかは、
交通状況次第です。 
 
 
夏休みを取ることに関しては私が仕事を終
えられるかどうかによります。 
 
それは時と場合によります（ケースバイ
ケースです） ※決まり文句	

Activity: Complete the conversations. 
練習：　会話を成立させましょう。	

1.  A: Please let me use your PC. 
     B: It depends on    . 
 
2.  A: Can you achieve the goal this month? 
     B: It depends on    . 
 
3.  A: How long does it take to get to Shibuya from here? 
     B: Well, that depends on  . 
 
4.  A: Do you think we will get a rise?     ※get a rise:給料が上がる、昇給する 
     B: It depends on    . 
 
5.  A:        
     B: It all depends on weather. 

6.  A:     . 
     B: It depends.                                           ＊think freely! 
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