
SITUATION

Ken is asking the flight attendant for something.

ケンはフライトアテンダントになにかお願いをしています。

Ken : Excuse me, could I get another blanket?

Flight Attendant: Yes, of course. I'll get you one right away.

Ken : Ok, thanks. And I was asleep during the meal

service. Could I get a meal?

Flight Attendant: We don’t have any more of the steamed fish. 

We only have the beef stew. 

Ken : No problem, I'll take that. Could I also get a 

drink?

Flight Attendant: What would you like? 

Ken : Orange juice, please.

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。

ケン：
すみません、毛布をもう一枚いただけますか？

フライトアテンダント：
はい、もちろん。すぐにお持ちします。

ケン：
ああ、ありがとう。それとミールサービスの間
眠ってしまっていたので、食事もいただけます
か？

フライトアテンダント：
蒸し魚がもう品切れで、ビーフシチューしかない
のですが。

ケン：
大丈夫です、それをいただきます。飲み物もい

た
だけますか？

フライトアテンダント：
何になさいますか？

ケン：
オレンジジュースをお願いします。
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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。

Excuse me, could I get another 

blanket?
すみません、毛布をもう一枚いただけますか？

1

2

3

4

asleep 眠り込んで

meal 食事

steamed 蒸した
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LANGUAGE FOCUS 

Talking to a Flight Attendant
フライトアテンダントと会話する

Excuse me. Can you help me?

May I have some water, please?

Do you have a Japanese newspaper?

Could I get a pen to fill out this form?

My headset doesn't work. Could you 

bring me a new one, please.

My personal video player doesn't work. 

Can I move to a different seat?

May I have a landing card?

Would you like something to drink? 

- Yes, please. / No, thank you.

すみません、お手伝いをお願いできますか？

お水を少しいただけますか？

日本語の新聞はありますか？

この書式を埋めるためのペンをいただけますか？

ヘッドホンが聞こえません。

新しい物を持ってきていただけますか？

私のパーソナルビデオプレーヤーが動きません。

違う席に移ってもいいですか？

出入国カードをいただけますか？

何かお飲み物はいかがですか？
―はい、お願いします。 /いいえ、結構です。

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 the following situations with your tutor.
練習： 下記の状況の時に何と言うか、先生と練習してみましょう。

5

6

1. You want to ask the flight attendant for something.

2. You don't have a landing card.

3. Your personal video player doesn't work.

4. It's very cold in the cabin. You need another blanket.

5. You want to know whether they have some diet coke.

6. You were asleep during the meal service. You’d like one now.

Hints
ヒント

headset ヘッドホン

landing card 入国カード

cabin 客室

diet coke ダイエットコーラ

Excuse me, could I get another blanket?

すみません、毛布をもう一枚いただけますか？
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