
SITUATION  

Mrs. Yoshida is checking the status of her flight at the airport. 

吉田さんは空港でフライトの状況を確認しています。 

Ground Staff: Yes, Ma’am, how can I help you? 

 

Mrs. Yoshida: Has the flight been delayed? I’m a little  

                        worried about it. Here are my flight details. 

 

Ground Staff: I’m afraid it’s been delayed by two hours  

                        due to bad weather at Chitose airport.  

 

Mrs. Yoshida: Oh, I’m worried that it will be cancelled. 

 

Ground Staff: I think the weather is clearing. Please  

                        accept some free drinks from us. 

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。  

グランドスタッフ： 
はいお客様、いかがされましたか？ 
 
吉田： 
フライトは遅れていますか？ちょっと心
配していて。これが私のフライトの詳細
なんですが。 
 
グランドスタッフ： 
申し訳ございませんが、千歳空港での
悪天候のため２時間遅れています。 
 
吉田： 
あら、キャンセルにならないか心配だわ。 
 
グランドスタッフ： 
天候は回復しつつあると思います。フ
リードリンクをご用意しましたのでお召し
上がりください。 
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フライト状況を確認する 
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Level A2 Business English 

worry      心配して 

due to~   ～のために   

cancel     取りやめる 

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。  

Has the flight been delayed? 
フライトは遅れていますか？ 

1 

2 

3 

4 

clearing     晴れつつある 

accept      受け入れる 
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LANGUAGE FOCUS 

Checking The Status Of Your Flight 
フライト状況を確認する 

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 86 
Level A2 Business English 

すみません。 

 

私のフライトは遅れて/キャンセルされて 

いますか？ 

私のフライトを確認していただけますか？ 

 

私のフライトが遅れているか/キャンセル
されているか 教えていただけますか？ 

 

私のフライトが遅れているか/キャンセル
になっているか 心配です。 

ACTIVITY 
練習 

Activity 1: Check the status of your flight.  

        Make some questions using any of the words below.    
練習1： フライトの状況を確認しましょう。下記の単語を使って質問をしてみましょう。 

Activity 2: Now have another conversation but this time you are the attendant.  
練習2： 今度はあなたがアテンダント役になって会話をしましょう。 

5 

6 

delayed 

Excuse me.  

Has my flight been delayed / cancelled? 

Could you check my flight please? 

Could you tell me if my flight has been 

delayed / cancelled? 

I’m worried that my flight has been 

delayed / cancelled. 

cancelled Could you 

I’m worried that check my flight 
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フライト状況を確認する 

Has the flight been delayed? 
フライトは遅れていますか？ 
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