
SITUATION  
Yuto and Maki are paying their bill at the restaurant. 
ユウトとマキはレストランで支払いをしています。	

Yuto: Shall we ask for the check? 
 
Maki: Sure. Do we need to tip?  
 
Yuto: Yes, we do. Let’s tip 15% of  
          the bill.   
 
Maki: OK.  

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。 	

ユウト：	
お勘定をお願いしようか？　	
	
	
マキ： 
そうね。チップをあげる必要はある？	
	
　　　　　	
ユウト： 
うん、必要だよ。請求書の１５％を	
チップにあげようか。	
	
	
	
マキ： 
わかったわ。	
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check / bill  　勘定書、請求書 
tip　　　　　　　 チップをあげる、チップ	

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。 	

Do we need to tip? 
チップをあげる必要がありますか？	
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

Lesson 91 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 charge　請求する 

treat　　 おごる 
pay　    支払う 
50/50　  半々に 

5 

Key Phrases For Paying The Bill In A Restaurant 
レストランで支払いをする時のキーフレーズ	

here　   ここ 
check　確認する 

split　   割る、分配する	

チップをあげる必要がありますか？ 

1. Please charge it to my room. 
2. I’ll treat you.  
3. Where shall I pay the bill? 
4. I’m afraid there’s a mistake in the bill. 
5. Let’s split the bill 50/50. 

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。 	

Do we need to tip?    

I included the tip in the check.  

私たちは勘定の２０％のチップを払います。 

Do we need to tip? 
チップをあげる必要がありますか？	

チップはご請求の中に含まれています。 

We tip 20% of the bill. 
勘定をお願いします。 May I have the check, please? 

I’m afraid the bill is not correct. 勘定が違うようです。 

Please, pay here at the table. 

What’s your room number? 
Thank you!  

Oh, I’m sorry.  
Let me check your bill.  

Sure.  

Activity: Read the sentences and questions. Match them with 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。	

練習	
6 ACTIVITY 
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