
SITUATION  

Mr. Kato is asking the flight attendant for something. 

加藤さんはフライトアテンダントに何かお願いをしています。 

Flight attendant : Yes sir, how can I help you? 

 

Mr. Kato       : Excuse me, could I have some water  

           please? 

 

Flight attendant: Of course, here you are. 

 

Mr. Kato      : Thank you. Oh and some nuts please. 

 

Flight attendant: Can I get you anything else? 

 

Mr. Kato   : I’m fine for now thank you. 

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。  

フライトアテンダント： 
はい、いかがされましたか？ 

 

加藤： 
お水をいただけますか？ 
 
 
 
フライトアテンダント： 
もちろんです、はいどうぞ。 
 

加藤： 
ありがとうございます。ああ、あとナッツもいた
だけますか。 
 
フライトアテンダント： 
何か他にお持ちいたしましょうか？ 
 
加藤： 
今のところ大丈夫です、ありがとう。 
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nuts  ナッツ 

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。  

Excuse me, could I have some 

water? 
すみません、お水をいただけますか？ 
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anything else?  何か他には？ 
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LANGUAGE FOCUS  
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すみません。 

～をいただけますか 

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。  
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ACTIVITY 
練習 

Activity 1: Ask the flight attendant for something. Use the words below. 
練習1： フライトアテンダントにお願いをしてみましょう。下記の単語を使ってみましょう。 

Activity 2: Do you enjoy flying? Talk about your experiences.  
練習2： 飛行機の旅は好きですか？あなたの経験について話してみましょう。 
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some food 

Excuse me.  

Can I / could I have __________? 

a drink  a blanket 

you feel ill a pillow  a news paper 
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some water 

a drink 

a sandwich 

a blanket / pillow 

I’m not feeling very well. 

Do you have any medicine? 

I can’t fasten my seat belt.  

Could you help me? 

お水 

飲み物 

サンドイッチ 

毛布/まくら 

気分があまりよくありません。 

薬はありますか？ 

 

シートベルトが締められません。 

手伝っていただけますか？ 

Excuse me, could I have some 

water? 
すみません、お水をいただけますか？ 
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