
SITUATION  
Ken is calling to confirm his flight. 
ケンは電話で飛行機の予約を確認しています。	

Ken:  I’d like to confirm my flight. 
 
Man:  May I have your name and flight number? 
 
Ken: My name is Ken Goto. My flight number is  
         SL 505 for Narita on the 6th of November  
         at 10:30 a.m. 
 
Man: One economy class seat, is that right? 
 
Ken: Yes, it is. 
 
Man: OK, we have confirmed your reservation.   
           

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：	
飛行機の予約確認をお願いし	
たいのですが。	
	
男性：	
お名前と便名をどうぞ。　　　　　	
	
ケン：	
ゴトウ　ケンと申します。	
11月6日、10時30分発、成田行	
きのSL505便です。　　　	
　	
	
　	
男性：	
エコノミークラス、お一人さまで	
すね。	
	
	
ケン：はい。	
	
男性：	
はい、予約の確認が済みました、	
ありがとうございます。	
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confirm　            確認する  	

economy class   エコノミークラス	

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 would like to confirm 
my reservation. 
予約の確認をしたいのですが	
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flight number　便名　	

reservation      予約	
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LANGUAGE FOCUS  
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。 	

 	

5 

I’d like to confirm my return flight to  
Tokyo. 
 
I’d like to confirm my reservation for  
Flight 36 to Tokyo. 
 
Can I change it to an earlier flight? 
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東京への帰りの便の予約を確認したいので 
すが。	

フライト36便、東京行きの予約確認をお願い 
します。	

Activity :Role play with your tutor. 
練習：　（　　）に適確な表現や、ご自分の情報を入れて、下記の文章を先生と練習しましょう。	

(T →tutor, S→student)	

T. SHL Airways, may I help you? 
S. Yes, I’d like to (                    ). 
T. May I have your name and flight number please? 
S. My name is (      name       ).  My flight number is SL 560 for    
     ( destination ) on the (  dates  ) at  (   time   ) a.m./p.m. 
T. One business class seat, is that right? 
S. Yes, it is. 
T. OK, we have confirmed your reservation. 
S. Thank you. 

もう少し早い便に変更できますか？	

I would like to confirm 
my reservation. 
予約の確認をしたいのですが。	
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練習	
6 ACTIVITY 

予約が入っていない場合の表現 
	 

I can’t find your name.  (お客さまの予約は入っておりません） 
We still have some seats on this flight.  No problem. 
（この便はまだ空席がございますので、大丈夫です） 

Hints 
ヒント	
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