＜生涯学習プログラム： 大人用英会話集＞

At RECEPTION
Excuse me, where is the toilet?
Can I get some change for the telephone, please?
I’d like a phone card, please.
Do you have a map for the Manor House?
How do we get to our room?
Could you tell me the way to (Turner) House?
Can I sign up for a culture class?
Where can I change money?
I’d like to change some money, please.
How much is one BH pound?

すみませんが、お手洗いはどちらですか？
公衆電話を使うので、両替をお願いできますか？
テレフォンカードを頂きたいのですが。
マナーハウス内の地図はありますか？
私達の部屋へはどのように行けば良いでしょうか？
（ターナー）宿泊棟への行き方を教えて頂けますか？
カルチャークラスに申し込みできますか？
どこで両替できますか？
両替をお願いします。
１ＢＨポンドはいくらですか？

When you ARRIVE…

Can I check in, please?
My name is…
I have a reservation for ___ people.
Where can I leave my luggage/bags?
Can I have a map of the Manor House, please?

チェックインをお願いできますか？
私の名前は･･･です。
～名で予約してあります。
荷物はどこに置けば良いでしょうか？
マナーハウス内の地図を頂けますか？

When you DEPART…

I’d like to check out.
Where can I leave my luggage/bags?
I’d like to pay my bill, please.
What time is the next bus?
Thank you, I had a great time!
I’d like to come back again.
See you again!

チェックアウトをしたいのですが。
荷物はどこに置けば良いでしょうか？
支払いをしたいのですが。
次のバスは何時ですか？
ありがとうございました。楽しかったです。
また来たいです。
またお会いしましょう！

Problems with your ROOM…
Can I get a wake up call, please?
There’s no hot water.
I can’t open the door!
How do you open the door?
I’ve lost the key to my room.
Where is the heater in our room?
May I have an extra blanket?

モーニングコールをお願いできますか？
お湯が出ません。
ドアが開きません！
どうやってドアを開けるのですか？
鍵をなくしました。
ヒーターは部屋のどこにありますか？
もう一枚毛布を頂けますか？

At the SPORTS DESK…
Can I borrow a (video), please?
Is it OK to use the computer?
Can I get some change for the vending machine,
please?
How do I get to the tennis courts?
May I book a tennis court?
May I borrow a (tennis racket)?
Could you show me how to play snooker?

(ビデオ)を借りたいのですが。
コンピューターを使っても良いですか？
自動販売機を使うので、両替をお願いできますか？
テニスコートへはどのように行けば良いですか？
テニスコートの予約をお願いできますか？
(テニスラケット)を借りても良いですか？
スヌーカーのやり方を教えて頂けますか？

In the GYM…..

Can I wear these shoes?
I forgot my shoes.

この靴を履いても良いですか？
靴を忘れました。

At the CRAFT HOUSE…
I’d like to buy some teas/cookies, please.
Thank you, that was delicious/great.
What kind of tea do you have?
What tea do you recommend?
One pot of Darjeeling please.

紅茶／クッキーを買いたいのですが。
ありがとうございます。おいしかったです。
どんな種類の紅茶がありますか？
どの紅茶がおすすめですか？
ダージリンをポットでお願いします。

In a Culture Class…
I spilt some paint.
Can you help me?
Where can I wash my hands?

ペンキをこぼしました。
手伝ってもらえますか？
どこで手を洗えますか？

At the PUB…
What time do you close?
Can I see the drinks menu, please?
I’d like a table for ____ people, please.
What non-alcoholic cocktails do you have?
What do you recommend?
Can you show me how to play darts?
I’d like a (pint of beer) , please.
Can I order some food, please?

何時に閉店ですか？
ドリンクメニューを見せて頂けますか？
～名の席でお願いします。
どんなノンアルコールカクテルがありますか？
おすすめは何ですか？
ダーツのやり方を教えて頂けますか？
（ビールを１パイント) 頂きたいのですが。
料理の注文をお願いできますか？

Dining at the REFECTORY…
Hello, I’m with the _____ party?
I have a reservation for ______ people
Can I please have a _______?
Please pass me the salt/pepper/milk/sauce.
Excuse me, could we have some water, please.
What is this?
What’s in this?
Lunch was great, thank you.

こんにちは、～グループの者です。
～名で予約してあります。
～をお願いします。
塩/胡椒/ミルク/ソースを取ってください。
すみませんが、お水を頂けますか？
これは何ですか？
この中には何が入っていますか？
ランチはとてもおいしかったです。ありがとう。

BASIC EXPRESSIONS for everyday, anytime…
Good morning
Good afternoon
Good evening
How are you?
I’m fine, thanks.
I’m great/hungry/tired/excited.
And you?
Nice to meet you
See you soon
See you later
Please
Thank you
Excuse me
You’re welcome
That’s alright
Sorry!
Sorry? (I didn’t understand that)
Once more, please
Could you say that again, please?
Could you speak slowly?
I’m sorry I don’t understand
Could you write that down, please?

おはようございます
こんにちは
こんばんは
お元気ですか？
元気です
とても元気です／おなかが空いています／疲れました／
わくわくしています
あなたは？
はじめまして
近いうちにお会いしましょう
またお会いしましょう
お願いします
ありがとう
すみません
どういたしまして
良いですよ
ごめんなさい！
え？(分かりませんでした)
もう１回お願いします
もう１度言ってくださいますか？
もう少しゆっくり話してくださいますか？
ごめんなさい。分かりません
書いてくださいますか？

OTHER USEFUL PHRASES
Sorry I’m late.
I feel sick
Do you have a few minutes?
How can I say….?
How do you say _______ in English?
What does ________ mean?
Can I take a photo with you?
Will you take a photo with us?
Can you take a photo with me?

遅れてごめんなさい
体調が悪いです
ちょっとお時間をいただけますか
･･･は何と言ったら良いですか？
～は英語で何と言いますか？
～の意味は何ですか？
あなたと一緒に写真を撮っても良いですか？

