
SITUATION  

Mrs. Matsuo is passing through immigration. 

松尾さんは入国審査を通るところです。 

Immigration officer: May I see your passport please? 

 

Mrs. Matsuo    : Yes, here you are.  

 

Immigration officer: Could I ask the purpose of your visit? 

 

Mrs. Matsuo    : I’m here on business. It’s my first 

time in London, I’m a little over 

excited. 

 

Immigration officer: How long will you be staying? 

 

Mrs. Matsuo    : Just five days. I hope I can find a little 

time for sightseeing. 

 

Immigration officer: I recommend the London Eye. 

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。  

入国管理官： 
パスポートを見せていただけますか？ 
 

松尾： 
はい、どうぞ。 
 

入国管理官： 
訪問目的を教えていただけますか？ 
 

松尾： 
仕事で来ました。ロンドンは初めてで、
かなりわくわくしています。 

 

入国管理官： 
どのくらいの期間滞在しますか？ 
 

松尾： 
５日間だけです。観光する時間が少し取
れるといいのですが。 

 

入国管理官： 
ロンドンアイをお勧めしますよ。 

Lesson 88 
At Immigration  

入国審査にて 

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 

over excited   かなり興奮した 

purpose         目的 

how long?      どのくらい長く（期間）？ 

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。  

I’m here on business. 
仕事で来ました。 
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LANGUAGE FOCUS 

At Immigration  
入国審査にて 

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 88 
Level A2 Business English 

仕事で来ました。 

 

遊びで来ました。 

 

＿＿日 / ＿＿週間 滞在する予定です。 

 

初めて / ２度目 / ３度目 です。 

 

ここへはしょっちゅう来ています。 

 

＿＿＿ホテルに泊まります。 

 

友達に会いに来ました。 

ACTIVITY 
練習 

Activity 1: Answer the questions that the immigration officer asks you.   
練習1： 入国管理官の質問に答えてみましょう。 

Activity 2: You are the immigration officer. Ask your tutor the above questions.  
練習2： あなたは入国管理官です。先生に上記の質問をしてみましょう。 
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I’m here on business. 

I’m here for pleasure. 

I’m staying for _____ days / weeks. 

It’s my first / second / third time. 

I’m a regular visitor here. 

I’m staying at the _____ hotel. 

I’m visiting a friend. 

May I ask the purpose of your visit? 

How long will you be staying? 

Where will you be staying? 

Is this your first visit here? 

At Immigration  

入国審査にて 

I’m here on business. 
仕事で来ました。 
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