
SITUATION  
Masao is talking to the host at the restaurant. 
マサオはレストランの主人と話しています。	

Masao: Hello. For two, please. 
 
Host   : Would you like smoking or 
             non-smoking?  
  
Masao: Non-smoking, please. 
 
Host   : Please come this way. 

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。 	

マサオ：	
こんばんは。２名でお願いします。	
	
	
ウェイター：	
喫煙席と禁煙席どちらがよろしい	
ですか。	
　　　　　	
	
	
	
マサオ：	
禁煙席でお願いします。	
　　　　　 

	
ウェイター：	
こちらにどうぞ。	

Lesson 87 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

host　　　　       主人、主催者	

smoking 　         喫煙 
non-smoking　禁煙  	

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。 	

Non-smoking, please. 
禁煙席をお願いします。	
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Arriving At A Restaurant 
レストランに到着して 	

come　来る　	

way 　 方向	
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

Lesson 87 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 children　 子供たち(childの複数形）　 

patio　       中庭 
certainly　もちろん 

5 

Key Phrases For At A Restaurant 
レストランでのキーフレーズ	

till　                   ～まで	

wait a moment　少しお待ちください	

予約をしています。	

隅の席がいいのですが？	

Activity: Read the questions and sentence. Match them to the correct responses below.  
練習：　下記の文と質問を読み、正しい答えとマッチさせましょう。	

1. Could we have a table for four?	
2. Do you have a children’s menu? 
3. Can we have a table on the patio? 
4. How late is this restaurant open till? 
5. Can I have a smoking seat? 
6. I have a reservation. 

Non-smoking, please.  

Certainly. Please wait a 

moment.	
Yes. We do.	

Sorry, we only have 
non-smoking seats. 

We are open until 11 p.m. 

May I have your 

name , please. 

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。 	

I’d like a table by the window.  

Can we have a table in the corner?  

窓際の席をお願いします。	

Sorry, but the patio is 
reserved for tonight. 

Non-smoking, please. 
禁煙席をお願いします。	

I have a reservation.  
禁煙席をお願いします。	

練習	6 ACTIVITY 
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Arriving At A Restaurant 
レストランに到着して 	


