
SITUATION  
Hiroko is calling the hotel front desk about a problem with her room. 
ヒロコは部屋の問題のことでホテルのフロントデスクに連絡しています。 

Hotel Front Desk: Hello. How may I help you? 
 
Hiroko       : Hello, this is room 207, and there 

              is a problem with my heater. It  
                    doesn't work. Could you please 

              fix it? 
 
Hotel Front Desk: I am sorry about the trouble.  

              We’ll send someone to your room. 
 
Hiroko       : Okay, thank you. 

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： 
もしもし、ご用件を承ります。 
 
ヒロコ： 
もしもし、こちら207号室ですが、暖房
に問題があります。動きません。 
直していただけませんか？ 
 
 
 
 
フロントデスク： 
トラブルがあって申し訳ございません。
誰かをお部屋まで行かせます。 
 
 
ヒロコ： 
わかりました。 
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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。 	

There is a problem with my heater. 
暖房に問題があります。	
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problem　 問題 
trouble　   トラブル 
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LANGUAGE FOCUS  
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The hair drier doesn't work. 

The toilet doesn't flush. 

The water isn't hot. I can't take a shower. 

It's too hot / cold in my room.  
Would you please make it cooler / warmer? 

The people next door are very noisy. 
Could you get me a different room? 

Could you please fix it? 

Could you bring a new one? 
 

ヘアドライアーが動きません。 
 
トイレが流れません。 
 
水が暖かくならず、シャワーを浴びられません。 

 
部屋が暑すぎ/寒すぎます。 
より涼しく/暖かくしていただけませんか？ 

 

隣の部屋の人たちがとてもうるさいんですが、 
違う部屋を用意していただけませんか？ 

 
直していただけませんか？ 
 

新しいのを持ってきていただけませんか？ 

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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There is a problem with my heater. 
暖房に問題があります。	

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。	
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1.  The hair drier in your room seems to be out of order. 

2.  The TV isn’t working in your room. 

3.  Your room is too cold. 

4.  There is no running hot water. 

5.  You can't lock the door. 

6.  The toilet in your room seems to be out of order.   
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