
SITUATION  
Miki is at an airport check-in counter. 
ミキは空港のチェックインカウンターにいます。 

Staff: Hello, where are you flying today? 
 
Miki : I'm flying to Singapore. 
 
Staff: Can I see your ticket and your passport please? 
 
Miki : Sure, here you are. 
 
Staff: Thank you. Would you like a window or an aisle seat? 
 
Miki : I'd like an aisle seat. 
 
Staff: Certainly. Do you have any check-in baggage? 
 
Miki : Yes, this suitcase, please. 
 
Staff: Here's your boarding pass. Your departure time is 10:45.  
          Please be at gate D41 thirty minutes before your 

  scheduled flight. 

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。 	

スタッフ： 
こんにちは。本日はどちらまで？ 
 
ミキ： 
シンガポールまでです。 
 
スタッフ： 
チケットとパスポートを見せていただけますか？ 
 
ミキ： 
もちろん、はいどうぞ。 
 
スタッフ： 
ありがとうございます。窓側と通路側とどちらの

お席がよろしいですか？ 
 
ミキ： 
通路側の席をお願いします。 
 
スタッフ： 
かしこまりました。預け荷物はありますか？ 
 
ミキ； 
はい、こちらのスーツケースをお願いします。 
 
スタッフ： 
こちらがご搭乗券でございます。出発時刻は
10:45です。フライト予定時刻の30分前にゲート

D41番までお越しください。 
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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'd like an aisle seat. 
通路側の席をお願いします。	
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check-in baggage　 預け荷物 
boarding pass　       搭乗券 

departure 　   出発 
scheduled　  予定された 
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LANGUAGE FOCUS  

Airport Check-In 
空港でのチェックイン	

Would you like a window or an aisle seat?  
- I'd like a window seat. 

How many bags are you checking? 

I have no bags to check in. 

Did you pack these bags yourself? 

Will you be bringing a carry-on bag? 

Do you have any liquids in your carry-on bag? 

Are you carrying any flammable material? 

窓側のお席と通路側のお席どちらがよろしい
ですか？ 
―窓側をお願いします。 

お荷物はいくつお預けになりますか？ 

預ける荷物はありません。 

これらのバッグはご自身でお詰めになりまし
たか？ 

手荷物はお持ちになりますか？ 

手荷物の中に液体物はございますか？ 

何か燃えやすい物はお持ちですか？ 

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。 	
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ACTIVITY 
練習	

Activity :  Practice short dialogues with your tutor using the information below. 
練習：　下記の情報を用いて、短いダイアログの練習をしましょう。	
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1.    [  flying to London  /  aisle seat  /  two suitcases  ] 

2.    [  flying to Seoul  /  window seat   /  no check in baggage  ] 

3.    [  flying to Honolulu  /  aisle seat  /  one suitcase  ] 

I'd like an aisle seat. 
通路側の席をお願いします。	
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Hints 
ヒント	

carry-on bag　（機内持ち込みの）手荷物	 Seoul　ソウル 
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