
SITUATION  
Ryo is checking in at the hotel. 　　　　　　　　　　　 
リョウはホテルにチェックインしようとしています。	

Hotel Front Desk: Good afternoon. How can I  
                   help you? 
  
Ryo 　　　　: I would like to check in. 
        
Hotel Front Desk: Thank you. Do you have a  
                   reservation? 
 
Ryo　　　　 : Yes, I do. I am Ryo Suzuki.          

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。 	

フロント係：	
こんにちは。	
いらっしゃいませ。	
　	
	
	
リョウ：	
チェックインしたいのですが。	
	
	
フロント係：	
ありがとうございます。	
ご予約いただいていますか？	
	
	
	
リョウ：	
はい。スズキリョウです。　　　 　	

Lesson 71 
今日のフレーズ	
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VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

would like to～　～したいのですが 
check in　　        チェックイン  	
reservation　     予約	

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 would like to check in. 
チェックインしたいのですが。	
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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 71 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

available　       可能な　	

additional fee  追加料金 　	

gym　              ジム 
lounge　            ラウンジ	

	

5 

How can I help you today? 
Do you have a reservation? 

Key Phrases For Checking Into A Hotel 
ホテルチェックイン時のキーフレーズ	

details　       詳細 
ext.# (extension number)　内線番号　	
credit card　クレジットカード　	
fill in 　        書いて埋める　　　	

いらっしゃいませ。本日はどのようなご用でしょうか？	

ご予約は頂いていますか？ 

お名前を伺ってもよろしいでしょうか？ 

こちらのフォームを埋めて頂けますでしょうか？ 

クレジットカードを頂いてもよろしいでしょうか？	

Hotel ABC  
•  check in time: 15:00 
•  check out time: 10:00 *late check out available with additional fee 
•  room service: services will be available 24 hours 
•  laundry/dry cleaning service available between 12:00 and 17:00 
•  restaurants open from 11:00-22:00. 
•  bar lounge available from 16:00-23:30 
•  gym and swimming pool available between 7:00-21:00  
•  free internet/wifi services available *ask details at front or call ext.# 123 for service details  

May I ask your name? 
Could you please fill in this form? 
May I have your credit card?  

1. What time does check in start? 
2. What time is the check out time? 
3. Is there a swimming pool? And what time does it open? 
4. Is there internet service? 
5. What time is room service available from?	

Activity: Look at the information below and answer the questions. 
練習：　下記の情報を見て、質問に答えましょう。	

I would like to check in. 
チェックインしたいのですが。	
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