
SITUATION  

Mr. Miyagi is complaining about the people in the room next to his. 

宮城さんは隣の部屋の人について文句を言っています。 

Mr. Miyagi: Excuse me, I can’t sleep. The people in  

                    the room next to mine are too noisy. 

 

Receptionist: I see, would you like me to change your  

                    room? 

 

Mr. Miyagi: Could you speak to the people who are  

                    making the noise? 

 

Receptionist: Of course sir, I’ll speak to them  

                    immediately. 

 

Mr. Miyagi: Thank you, I’ll wait here. 

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。  

宮城： 
すみません、眠れないんです。隣の部屋
にいる人たちがうるさすぎて。 

 

受付： 
分かりました、部屋をお取替えいたしま
しょうか？ 

 

宮城： 
うるさくしている人たちと話していただけま
せんか？ 

 

受付： 
もちろんです、すぐにその人たちに言って
きます。 

 

宮城： 
ありがとう。こちらで待っています。 

Lesson 93 
Complaining About A Hotel Room 

ホテルの部屋について苦情を言う 
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語い 

Level A2 Business English 

noisy             うるさい 

immediately  すぐに 

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。  

The people in the room next to 

mine are too noisy. 
私の隣の部屋にいる人たちがうるさすぎるんです。 
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LANGUAGE FOCUS 

Complaining About A Hotel Room 
ホテルの部屋について苦情を言う 

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 93 
Level A2 Business English 

すみません 

ACTIVITY 
練習 

Activity 1: Make a conversation using the situations below. 
練習1： 下記の状況に基づいて会話をしてみましょう。 

Activity 2: Have you stayed in hotels? How was your experience? 
練習2： ホテルに泊まったことはありますか？その時の経験はどうでしたか？ 
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Excuse me 

The TV in the next room is too 

loud and your room is very cold. 

Your air conditioner isn’t working 

and there is no hot water. 

Complaining About A Hotel Room 

ホテルの部屋について苦情を言う 

The people in the room next to mine are 

too noisy / playing loud music. 

My room is too hot / cold / dirty / smelly. 

The air conditioner in my room isn’t working. 

The heater in my room isn’t working. 

I can’t get any hot water in the bathroom. 

隣の部屋の人たちが 

うるさすぎます/ 大きな音で音楽をかけています。 

 

私の部屋が 暑い / 寒い / 汚い / におう んです。 

 

私の部屋のエアコンが動きません。 

 

私の部屋の暖房が動きません。 

 

お風呂でお湯がでないんです。 

The people in the room next to 

mine are too noisy. 
私の隣の部屋にいる人たちがうるさすぎるんです。 
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