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正 誤 表

Travel English テキスト初版（第 2刷以降は訂正されています）

Lesson 2 (p.15) TOPIC READING 1  Q1
（誤） How many cities does this tour cover?

（正） How many places does this tour cover?

Lesson 3 (p.17) LISTENING  2-1
（誤） What will the cabin attendant bring when she comes back?

（正） What will the cabin attendant bring when he comes back?

Lesson 5 (p.33) TOPIC READING 1
（誤） Destination Airport (To Airport)

（正） Destination Airport (To Airport) and airport code

Lesson 6 (p.39) TOPIC READING 1  l. 15
（誤） (FLIGHT TIME) 11+30 min

（正） 11+00 min

Lesson 13
コンシェルジェの日本語表記をコンシェルジュに統一。（両方の表記が
可能ですが，コンシェルジュの方が一般的に定着しているため）

Lesson 13 (p.82) TOPIC READING 2  l. 3
（誤） on the back of his uniform

（正） on each lapel of his uniform
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INTRODUCTION

Tourism Jobs (p. 2)

テキストのレッスンに入る前に，ツーリズムの全体像やどのような業種や仕事があるのかを考え
る作業です。
円に入るのは…

Travel jobs: tour guide (accompanies a tour, leads tourists, gives explana-
tions) / travel agent (works in a travel agency, sells tours to cus-
tomers, arranges tickets)

Hotel jobs: front desk clerk (helps guests check in and out) / bellboy (helps
guests with luggage)

Transportation jobs: flight attendant (takes care of passengers on flights) / airport
ground crew (helps passengers check in and board the airplane)

これ以外でどんなものがあるか，グループを作って出させるとよいでしょう。

Possible answers:
Travel jobs: tour conductor, tour escort (travels with tourists and takes care

of them during the entire tour)
Hotel jobs: reservations clerk (takes reservations and gives information over

the telephone) / housekeeper (cleans guests’ rooms) / doorman
(welcomes guests at hotel entrance) / concierge (helps guests
with any requests they may have)

Transportation jobs: pilot (flies airplanes) / flight mechanic (maintains and services
airplanes) / dispatcher (prepares flight plans and is responsible
for ensuring the safety of a flight)

これらはいくつかの例ですので，この後テキストを学習する過程で，さらに詳しく学んだり自分
で調べたりしていくことを伝えてください。

Let’s Think (p. 3)

Q1 正解はありませんので，どうして自分が旅行をしたいと思うのかを考えさせ，グループで
様々な意見を分かち合い，クラスで発表するとよいでしょう。人はなぜ旅をするかを理解す
ることが，観光業界で働く際のバックボーンとなります。

Q2 Q1で理解したことを前提に，より良い旅を演出するにはツーリズムで働く人々がどう関わっ
たらよいかを考えさせます。左ページで出てきたTourism Jobs などを参考にしながら，最
高の旅を演出するにはどうしたらよいかをグループで自由に話し合い，ツーリズムの仕事へ
のやる気を盛り上げることができれば成功です。正解は特にありません。

Tourism and Language (p. 4)

このセクションは読んで理解するだけですが，時間があればひとつひとつ確認していくとよいで
しょう。

（言語コミュニケーション）

● 挨拶… 挨拶表現を出してもらいます。

例： Good morning. / Good afternoon. / Good evening. / Good night. / Thank you. /
You’re welcome. / Goodbye. / Have a nice flight. / Have a good trip.
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● 丁寧な言葉…英語には敬語はないといわれることもありますが，丁寧な英語表現にはどのよ
うなものがあるかを考えさせましょう。答えはテキスト p.96を参照してください。

● 専門的用語…テキストの中で少しずつ学ぶことを伝えておきます。p. 99の中で知っているも
のがあるかどうかを尋ねてもよいでしょう。

（非言語コミュニケーション）

英語も日本語も通じない場合はどうしたらよいのか，簡単な状況を設定し，言葉を使わずに相手
に伝える練習をしてみてもよいでしょう。伝えたい内容をあらかじめ紙に書いておき，ペアを
作ってAの人だけにそれを見せます。Aは Bに言語を介さずにそれを伝えます。

例：レストランはどこですか。 / 熱があるようです。体温計を借りられますか。

（異文化コミュニケーション）

英語圏でない人の英語にはどのような特徴があるかを考えさせてみるとよいでしょう。（アクセン
ト，なまり，ブロークン，単語の羅列，母語と英語のちゃんぽんなど）

また，文化的な違いにより，お互いの意図することが通じず，誤解が生じることもあります。た
とえば，言いたいことの半分を言えば相手が汲み取ってくれるという日本的な「以心伝心」は，
日本人の間では問題ないことが多いですが，西洋文化では必ずしも通じません。「はっきりと言っ
てくれなかった」ということからトラブルになる場合もあります。さらに，Yes.という意味で首
を斜めに振る人々，話し方が非常に直接的でぶっきらぼうな人々，相手とのアイコンタクトで信
頼できる相手かどうかを判断する人々など，文化的背景の違いから，様々なコミュニケーション
スタイルがあります。また，話す相手との快適な空間的距離も文化によって異なります。これら
は経験を積んで学んでいくことも必要ですが，文化的な違いがあることをまず前提として，相手
とコミュニケーションを図ろうといった態度が大切です。自分が正しく相手がおかしいという発
想は禁物。いろいろな文化的価値観があるということを許容できる態度を持つことが，異文化コ
ミュニケーションの成功の秘訣であると伝えるとよいでしょう。
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France

※ 観光地の名前を英語で書くのは難しいので，現時点では有名な都市名や名所または見もの（闘牛など）をい
くつか日本語で挙げることができればよいでしょう。世界の国々，特に人気のある国々の地理や観光名所に
関する知識の習得は，旅行業を目指す人にとっては重要であることを伝えるとよいでしょう。

Country Capital Sightseeing Spots

Paris
Eiffel Tower（エッフェル塔）
Arc de Triomphe（凱旋門）
Palace of Versailles（ベルサイユ宮殿）など

Spain

U.S.A.

Madrid

Washington D.C.

Barcelona, Granadaなどの都市
Alhambra Palace（アルハンブラ宮殿）
Sagrada Familia（サグラダファミリア教会）
bullfight, flamenco dance show（闘牛，フラメンコ）など

Los Angeles, New York, Las Vegas などの都市
Disneyland Resort（ディズニーランド・リゾート）
Grand Canyon（グランドキャニオン）
Yellowstone National Park（イエローストーン国立公園）など

Lesson 1

May I help you?
参考：関連知識

旅行業とは，ホテルや輸送業（航空，鉄道）などの観光サービスの提供者（サプライヤー）と消費者の間に
立って，ツアーを主催，手配，販売する業務を意味します。

消費者　←　　旅行業　　←　ホテル・航空・鉄道

旅行会社と呼ばれる会社には，

(1) ツアーの企画・販売を専門とするホールセラー（wholesaler）

(2) 海外のホテルやバス会社の手配を現地で行うツアーオペレーター（現地での地上手配が主だった頃は
「ランドオペレーター（land operator）」と呼ばれていました）

(3) ツアーの小売（retail）を行う旅行代理店（travel agent/agency）などが存在します。大手旅行会社
ではふつう，これらすべての業務を扱っています。このレッスンで扱うのは小売を行う旅行代理店です。

WARM-UP (p. 5)

Q1 年間の観光客数が多い上位3カ国を予想。グループ単位で考えさせ，その国を選んだ理由を発表させる
と様々な意見が出て楽しい活動になります。以下の統計は，学習者の発表の後で示すとよいでしょう。
（ ）内は観光客数を示しています。

1位：France（75,121,000） 2位：Spain（52,430,000） 3位：U.S.A（46,085,000）
4位：China 5位：Italy 6位：England……31位：Japan（6,138,000）

出典：JNTO   http://www.jnto.go.jp/jpn/
（各国政府観光局などのデータを基に 2006年に JNTOが 2004年の数値としてまとめたもの )

Q2 上位 3カ国の首都と主要観光地
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LISTENING (p. 5)

Exercise 1
1. F 2. T 3. F

Exercise 2
1. He is planning to take a trip during the Christmas holiday.
2. He seems to be interested in Niseko and Sapporo in Hokkaido.
3. He will take the brochures home and talk to his family. / He didn’t decide on anything.

補足：札幌～ニセコ，札幌～トマム間の距離と所要時間について

実質的な距離は，札幌～ニセコ約110km，札幌～トマム約170kmとニセコのほうが近いですが，乗
り物での所要時間は以下の通りです。

札幌～ニセコ　車：2時間半～ 3時間　JR：約 2時間半
札幌～トマム　車：2時間半～ 3時間　JR：約 1時間半

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 8)

短い文の練習なので書かれた文字を読むのではなく，文を見たら顔を上げて必ず相手の目を見ながら話すよ
うに指導すると効果的です。

1 お客様に挨拶をしてMay I help you?と声をかけ，相手の要望に Certainly.と応答する練習です。明
るい笑顔で受け答えをするよう指導するとよいでしょう。

2 場所を説明する練習です。

発展練習：外国の地図を用意し，ペアで場所を聞き合うと地理の学習にもなります。

Role Play (p. 8)

Sample Dialogue
ハワイ州には8つの主要な島がありますが，観光の中心となっているのはホノルルのあるオアフ島，火山の
有名なハワイ島，ゴルフやマリンスポーツを楽しめるマウイ島などです。

B: Good afternoon. May I help you?
A: Yes, I am planning to go to Hawaii during the summer vacation. Can I get some

information?
B: Certainly. Here is a brochure. We have package tours to Oahu and Hawaii islands.
A: Where is Honolulu? I want to go to Honolulu.
B: Honolulu is on Oahu Island. How about this tour? Oahu Island 4 days.
A: How much is the tour per person?
B: It depends on the hotel you choose. The price is beside the hotel names.
A: OK. I will take this brochure and think about it. Thank you for your help.
B: You’re welcome. I hope to see you soon.

TOPIC READING 1 (p. 9)

参考情報

p. 7のコラムで説明した「エコツーリズム」に関するリーディングです。ケニアでは，マスツーリズムの時代，何千
人もの観光客が連日サファリを訪れて巨額の観光収入がもたらされましたが，サファリのある地区に住むマサイ族やサ
ンバル族には何の恩恵もありませんでした。逆に彼らは自分たちの生活領域が脅かされたと感じ，また，野生動物が殺
されたり，保護地区が放火されたりする事件も起こりました。しかし，1990年代になってから観光局が観光収入を地
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元に還元する政策をとったため，現在では，マサイ族やサンバル族は積極的に動物保護活動に取り組んでいます。エコ
ツーリズムの 1つの成功例といえるでしょう。

試訳

Karibu!すばらしいアフリカサファリの本拠地，ケニアにようこそ！
ケニアは世界でも最も豊かな自然に恵まれています。この貴重な生態系の多様性を守るため，ケニアへの旅
行者には以下のガイドラインを読んでいただき，自然遺産の保護へのご協力をお願いいたします。

ケニア訪問の際は：

1 資格を持つサファリガイドを使ってください。
資格のあるガイドを伴ってツアーに出れば，ケニアで見るべき最高のものを必ず見ることができるでしょ
う。そうすることで，将来訪れる旅行者が体験できるはずのものを損なってしまうことを防げます。

2 エコフレンドリーな宿泊施設をサポートしてください。
ますます多くのケニアのロッジやサファリキャンプが，環境に責任を持ったサービスへの転換を図って
います。例えば，太陽電池や風力発電を使用したり，保護地区にごみを残さないようにしたり，排水処
理を行ったり，地元の自然保護プロジェクトをサポートしたりしています。訪問する地域の自然保護活
動へのご支援をお願いいたします。

3 現地の文化に対する理解とコミュニティーの利益促進にご協力ください。
地元のコミュニティーは，将来の自然環境を守る役目を果たしています。雇用，地域開発，伝統的な暮
らしの維持などを通じて地元の人々のためになるプロジェクトへの支援をお願いいたします。地元の村
を訪問するときは，社会的・文化的な風習を尊重し，どのような行動が適切なのかガイドに確認してく
ださい。人や彼らの家，家畜などの写真を撮るときは，常に許可を得るようにしてください。

解答

Q1 a Q2 c Q3 b

TOPIC READING 2 (p. 10)

参考情報

「小樽雪あかりの路」は平成10年度より始まったお祭りで，札幌のにぎやかな雪祭りとは対照的に，「雪とあかり」を
テーマにしたロマンチックで静かなイベントです。スノーキャンドルのほのかな明かり，運河に浮かべられた400も
の浮き球キャンドルが幻想的な世界を醸し出します。市民参加型のイベントで，手作りのキャンドルをはじめ，屋台で
は「湯気のおもてなし」をテーマにスローフードと地産地消をキーワードにした小樽料理も楽しめます。近年は外国人
客を含む観光客も増加し，「ふるさとイベント大賞」では，雪と歴史的建造物という地域資源を有効活用して地域住民
の力で新たな魅力を町に作り出したことが評価され，総務大臣大賞を獲得しました。

試訳

ニセコ発　小樽「雪あかりの路」日帰り旅行

ガイド付きツアー（要予約）
価格：大人：7000円 子ども（11歳まで）：3500円
期日：2008年 2月 10日－ 18日
所要時間：7時間　　
スケジュール：毎日　ニセコヒラフスキー場から午後 3時発
最少催行人数：1人

ツアーに含まれるのは：
● 和食レストランでの夕食：様々な和食をそろえたバイキングスタイルの夕食をお楽しみください。
● 天狗山ロープウエー：小樽の夜景をお楽しみください。
● 小樽雪あかりの路祭り：運河周辺の雪あかりの路を各自お楽しみください。
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解答

Q1 You will leave Niseko at 3:00 p.m., and return at around 10:00 p.m. (or . . . and come back 7
hours later.)

Q2 Yes, you do.
Q3 You will have a Japanese buffet dinner, go up Mt. Tengu to see the night view of Otaru, and

stroll along the snow light path at your leisure.
Q4 The total will be 17,500 yen. / You will pay 17,500 yen.

TRAVELING FURTHER (p. 10)

WARM-UPに出てきた国がなぜ人気が高いかを調べるように指示してもよいでしょう。

p. 47 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。

Lesson 2

When would you like to leave?
参考：関連知識

観光形態はインバウンド（inbound），アウトバウンド（outbound），そして国内（domestic）観光の 3
つに大きく分けられます。インバウンドとは海外から国内へ入ってくるツアー，アウトバウンドとは国内か
ら海外へのツアー，ドメスティック（国内）とは国内の客が国境を越えずに国内を観光することです。観光
とひと口に言っても，その内容やニーズはまったく異なります。このレッスンのダイアログは，アウトバウ
ンドのツアーに参加する在日外国人が旅行代理店を訪問した際の対応，という設定です。

WARM-UP (p. 11)

Q1 パッケージツアーを利用したいか，したくないかを確認し，さらにその理由を考えて発表してもらいま
す。また，一人ひとりが解答と理由を書き，グループ内でお互いの理由を分かち合うと，この後に行う
Q2のアクティビティーが活性化します。

Q2 グループでそれぞれパッケージツアーの長所と短所を話し合って発表させます。レベルが高いクラスで
は，ツアー派，個人旅行派に分け，自分が支持する側の長所を主張するディベート形式をとってもよい
でしょう。

Possible opinions:
Advantages of package tours: cheaper / easy to travel / you can see the best things / time-

efficient / good standards (because travel companies know good, reasonable
hotels[restaurants] and so on) / safe (travel companies know where not to go or stay) /
people to help on site (tour guides, tour representatives, staff at travel agencies), etc.

Disadvantages of package tours: limited freedom / you have to stay with a group / you
travel with people you don’t know well / few choices / not adventurous / not exciting /
you can’t learn or grow as much on a tour, etc.
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LISTENING (p. 11)

Exercise 1
1. F 2. F 3. T

Exercise 2
1. She is planning to leave on August 5.
2. It is 270,000 yen.
3. She can find the cancellation policy on the back of the brochure.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 14)

1 「…なさりたいですか」と丁寧に聞く場合の練習です。
テキストには2パターンしかありませんが，BがNo, thank you. .（下
線部には，I will think about it. / I will come back tomorrow. / Not today.など自分で一言加える）
という選択肢を作り，Aの問いかけに応じて答えられるとよいでしょう。以下の例も練習にお使いくだ
さい。
例：make a reservation now / have your coffee now / wait here until your table is ready /

take this tour

2 金額がきちんと言えるかどうかを確認してから練習に入るとよいでしょう。

Role Play (p. 14)

Sample Dialogue
B: Good morning. How can I help you?
A: I’d like to book your tour, “New Zealand 6 days.”
B: Excellent choice. You will enjoy it.
A: Yes, I hope so.
B: When would you like to leave?
A: I’d like to leave on July 29.
B: How many people are in your party?
A: Three. I’m traveling with two friends.
B: OK, let me make sure we have space for three people . . . No problem. Would you fill out

this form, please? I need your names, ages and a contact number.
A: OK. Here you are.
B: Thank you. Your total comes to 490,000 yen. How would you like to pay?
A: Can I deposit the money in your bank account later?
B: Sure. (Here is our bank account information. Please make your payment within a week.)

TOPIC READING 1 (p. 15)

参考情報

「謎の空中都市」として人気の高いペルーの世界遺産のマチュピチュは，複合遺産（文化・自然価値の両方を兼ね備え
る）として登録されています。標高2400メートル近くにあるこの断崖絶壁の都市は，15世紀のインカ帝国皇帝によっ
て築かれたとされています。その後都市が滅びた後も400年ほど人知れずにその形をとどめ，1911年，歴史学者ビン
ガムによって発見されました。現在マチュピチュへ行くには近郊都市のクスコから山麓の村アグアス・カリエンテスま
で列車で 3時間，そこからさらにバスで 20分かかります。



10

試訳

ペルー　マチュピチュ

「インカの失われた都市」マチュピチュへの旅をお楽しみください。
7日間－ツアーはリマ発，リマ着
1095ドル *－ツインルーム（2名同室）の 1人分の料金（11歳までの子ども：650ドル）
現地発着ツアー　*国際線のフライト料金は含まれません

旅程表
1日目　ペルー，リマ市到着（ホテルへ送迎）
2日目　リマ（午前市内バスツアー，午後自由）
3日目　リマ－クスコ（飛行機でクスコへ　午後自由）
4日目　クスコ（市内半日バスツアー，午後自由）
5日目　クスコ－ウルバンバ（ウルバンバへ移動）
6日目　ウルバンバ－マチュピチュ遺跡（マチュピチュへは列車で移動）－クスコ
7日目　クスコ－リマ（飛行機にてリマへ）－リマにて解散

旅費に含まれるもの
● ホテルから空港までの往復送迎
● 空港での荷物運搬
● 朝食 6回分，昼食 4回分
● ファーストクラスのホテルでのツインルーム宿泊料
● 旅程表にある入場料
● 英語を話す現地ガイドにかかる費用
● ホテル税およびサービス料

解答

Q1 b (Lima, Cuzco, Urubamba, Machu Picchu) Q2 c Q3 c

TOPIC READING 2 (p. 16)

参考情報

ツアーのキャンセルについては，旅行商品，設定価格，出発時期などにより，取り消し料がいつからいくらかかってく
るかが異なります。予約時に旅行条件書での確認が必要となります。参考までに，ある大手旅行社では繁忙期の海外旅
行ツアーに旅行前 40日から 10％の取り消し料を課しています。

試訳

グランドキャニオン・バケーションツアーズ社 ツアーキャンセル規定

500ドル未満のツアー：500米ドル未満のツアーの予約は，出発の48時間前以前のキャンセルについては，
全額返金いたします。出発の48時間以内のキャンセルに関しては，50％を払い戻しいたします。「連絡
なしのキャンセル（ノーショー）」，すなわち指定の日時，場所に集合しなかった場合，返金はありませ
ん。

500ドル以上のツアー：500米ドル以上のツアーは出発の30日前以前は違約金なしに取り消しが可能です。
出発の30日前を経過してから48時間前までのキャンセルについては50％が返金対象となります。出発
の48時間以内のキャンセルに対しては返金はありません。「連絡なしのキャンセル（ノーショー）」，す
なわち指定の日時，場所に集合しなかった場合も返金はありません。

ご質問がございましたら，フリーダイヤル1-800-988-4289までお電話ください。グランドキャニオンで皆
様にお会いするのを楽しみにしています！

＊ no show(s)は，業界内では一般的に「ノーショー」といいます。



Travel English—Teacher’s Manual 11

解答

Q1

30日前以前 30日前を経過後 48時間以内から 連絡なし

ツアー料金 48時間前まで 出発時

500ドル未満 100％ 100％ 50％ 0％

500ドル以上 100％ 50％ 0％ 0％

Q2 “No-show” means a person who does not show up at departure time or who cancels their trip
without any notice.

TRAVELING FURTHER (p. 16)

Google や yahoo.com（英語サイト）から tour itineraryと検索するといろいろなツアーに英語でアクセ
スできます。さらに自分の興味ある国や地名を検索ワードに入れるとよいでしょう。

p. 48 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。

Lesson 3

One of my group members is sick.
参考：関連知識

旅行業で働くには国家資格である「総合旅行業務取扱管理者」を取得しておくと有利です。試験内容は旅行
法令，約款，国内・海外実務に関するもので，入念な準備が必要です。このレッスンで扱うツアーコンダク
ター（添乗員）として働く場合にもこの資格があると有利ですが，別途国土交通省が行っている「旅程管理
主任者」の資格を取る方法もあります。これは試験ではなく既定の研修を受けて取得します。旅行会社が企
画した企画旅行（いわゆるパッケージツアー）への添乗は，旅行会社に勤務する者が従事することもありま
すが，今日はツアーコンダクターを抱える人材派遣会社に所属する専属添乗員が同行するケースが大きな割
合を占めています。

WARM-UP (p. 17)

ツアーコンダクターの業務の流れを理解する活動です。

c → a → e → b → g → f → h → d

設問は大まかな業務の流れですが，上記以外にも，機内での乗客のケア，現地に到着してからは，空港への
迎えのバスや現地ガイドとの旅程の確認，ホテルの部屋割りや部屋への荷物運搬の手配などといった数多く
の業務をこなさなくてはなりません。上記以外にどのような仕事があるかをグループで考え発表させると，
ツアーコンダクターに対する理解が深まります。

LISTENING (p. 17)

Exercise 1
1. F 2. F 3. T

キャンセルの時期

返金規約
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Exercise 2
1. He will bring some water, a disposal bag and medicine.
2. He asks her to tell the passenger to keep her seatbelt on.
3. It is a Canon digital camera and it has a name tag with the name “Abe.”

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 20)

1 機内でツアーグループのメンバーに病人が出た場合のツアーコンダクターと客室乗務員の会話練習です。

2 ツアーグループのメンバーがホテル内で物をなくしたとき，または見つけたときのツアーコンダクター
とホテルのスタッフとの会話練習です。

Role Play (p. 20)

Sample Dialogue
A: Hello, I’m , a tour escort. I’m in room 344. One of my tour members left

his wallet in the restaurant this morning.
B: OK, let me check our log for lost and found. Just a moment, please . . . I am afraid we have

no record of a wallet being turned in. Do you know what kind of wallet it is?
A: It’s a brown leather wallet and it contains $300 in traveler’s checks.
B: I see. I will keep this on record and make sure to call you if we get some information.
A: Thank you very much.

TOPIC READING 1 (p. 21)

参考情報

ツアーコンダクターとして観光に同行する際には，観光地や名所の歴史や由来に関する情報の提供もさることながら，
グループ客のニーズにも応える必要があります。アメリカ観光で人気のテーマパークでは，入り口ゲートで配布される
サービスガイドにグループのニーズに応えるときに必要な役立つ情報が盛り込まれています。けがをした場合どうする
か，外貨交換の際はどうするか，家族や友人とはぐれたらどうするかなどです。グループが自由行動に入る前に，役に
立ちそうな事柄を確認しておいてあげるとよいでしょう。

試訳

アメリカ最高のテーマパークへようこそ！

インフォメーションセンター
インフォメーションセンターでは，テーマパークや近郊に関する質問にお答えします。より楽しい一日を
過ごすお手伝いをしますので，どうぞお立ち寄りください。

銀行サービスと外貨
テーマパーク内にはATMが3つあります。正確な場所は地図をご覧ください。インフォメーションセン
ターにて，トラベラーズチェックの換金ができます。世界で流通している紙幣のほとんどを，現在の外貨
交換レートで米ドルに両替することができます。手数料が若干かかります。

応急処置
開園時間中は看護スタッフが職務に当たっています。オフィスはモンスターライドの向かい側にあります。
応急手当が必要な際はテーマパーク内のどこにいても，スタッフにお知らせください。

待ち合わせ場所
ほかのお客様への配慮から，呼び出しサービスは行っていません。グループの中で，どこで何時に落ち合
うかを確認しておくことをお勧めします。万一はぐれてしまった場合は，センタースクエアの迷子セン
ターまたはメインゲートのインフォメーションセンターにてメッセージを残すことができます。
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ロッカー
モンスターライドの向かい，応急処置センターの隣にロッカーがいくつかあります。また，リバーラピッ
ズ近くのお手洗いの脇にもロッカーが設置してあります。

迷子センター
迷子になったと思われるお子さんはセンタースクエアの迷子センターへお連れします。お子さんとはぐれ
た場合はスタッフにお申し出ください。

解答

Q1 F Q2 F Q3 F Q4 T Q5 F

TOPIC READING 2 (p. 22)

参考情報

世界遺産の代表的存在であるエジプトのピラミッドですが，世界遺産登録の対象になっているのは「メンフィスとその
墓地遺跡・ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯 （Memphis and its Necropolis—the Pyramid Fields
from Giza to Dahshur）」を指し，その地域にはギザのクフ王のピラミッドをはじめ，8つのピラミッドが含まれ
ています。

試訳

ユネスコ世界遺産：ピラミッド地帯

ギザの近郊のナイル川の西岸にそびえる3つのピラミッドはメンフィス地区のほかの古代遺跡とともに，
1979年に世界遺産として指定されました。紀元前25世紀に建立され，その後，古代ギリシャ・ローマ時代
から多くの旅行者を魅了してきました。紀元前5世紀のギリシャ人の歴史家ヘロドトスによると，約10万
人もの人々がギザのピラミッドの建築に携わりました。ピラミッドにつながる道の建設に10年，ピラミッ
ド本体の完成にさらに 10年がかかりました。
ピラミッドはファラオの墓として作られました。これらのファラオは死の準備を行ったのです。すなわち
永遠に続く安眠の場所を建てようとしたのでした。しかしながら必ずしも彼らが望んだようにはなりません
でした。墓泥棒がたびたび入り，貴重品をすべて盗んだり，死体から宝石を取るためにミイラの包帯をほど
いたりしたのです。
ピラミッドにはまだ多くの秘密が隠されています。重い石がどのように運ばれ積み上げられたのか完全に
は解明されていません。ピラミッドは失われた文明，または宇宙人と関連しているという人さえいます。ピ
ラミッドには神秘的なパワーがあり，強い磁気や電力が内部に存在するといわれています。不思議なことに
ピラミッド内部では食物は容易に腐りません。こうしたミステリーは，今日まで説明されないままなのです。

解答

Q1 They became popular in the classical period.
Q2 They were made as tombs for Pharaohs.
Q3 They removed all the valuables, and even unwrapped mummies to steal jewelry from the

dead.
Q4 They are mysterious because it is not completely known how the heavy stones were carried

and piled up. / Because they have strong magnetism and electric power inside them, but the
reasons are still unexplained.

TRAVELING FURTHER (p. 22)

各自グループで調べ，クラス内で発表すると世界遺産について学び合える場となります。

p. 49 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。



14

Lesson 4

Welcome to Japan!
参考：関連知識

通訳案内士（通訳ガイド）とは，外国からの旅行者に付き添って案内をする仕事です。国土交通大臣が実施
する国家試験「通訳案内士試験」に合格し都道府県に登録をすれば，報酬を受けて仕事を行うことができま
す。年1回の試験では，英語をはじめとして日本の地理，歴史，経済，政治，文化などに至る幅広い知識が
求められます。増加の一途をたどっている訪日外国人旅行者ですが，2002年から繰り広げられているビジッ
ト・ジャパン・キャンペーンにより2000年に470万人だった旅行客は，2003年には521万人，2006年は
733万人とさらにその勢いが増しています。政府は2010年までには1000万人という目標を掲げています。
それに合わせて英語やその他の外国語による国内の受け入れ環境づくりが重要となっており，これに対応で
きる通訳案内士の仕事も需要が伸びていくといえるでしょう。

WARM-UP (p. 23)

Q1 京都や日光など，様々な回答が出ると予測されますが，グループやクラスで回答をシェアした後に実際
に人気の場所を教えてあげるとよいでしょう。

エクスポート・ジャパンのウェブサイト http://rank.export-japan.co.jp/articles/18によると，
1．東京　2．京都　3．神奈川　4．山梨　5．北海道（2007年11月）となっています。これはジャパ
ンガイド（japan-guide.com）ヘのアクセス数によって外国人が興味ある場所を統計で出したもので
す。神奈川には箱根や鎌倉，山梨には富士山が含まれます。

また，JNTO（国際観光振興機構）http://www.jnto.go.jp/eng/index.htmlが日本のtop 20 destina-
tions として紹介している中には，新宿，秋葉原，渋谷，皇居など都内各地をはじめ，箱根，京都駅周
辺，東山，心斎橋，札幌大通公園などがあります。

Q2 例：My favorite place: Disneyland
What is it like? It is a fantastic amusement park.
Why do you like it? I like it because Disneyland is very fun and romantic. The staff at

Disneyland are very friendly and make me feel happy.

LISTENING (p. 23)

Exercise 1
1. T 2. T 3. F

Exercise 2
1. It takes about 15 minutes.
2. He has jet lag.
3. It is a popular kind of Japanese cuisine. You boil thinly sliced pieces of meat and vegetables

in a hot pot in front of you.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p.26)

1 所要時間を言う練習です。例以外にも知っている場所や地名を自由に言わせて練習させましょう。

2 禁止事項を丁寧に伝える表現練習です。

Role Play (p. 26)

Sample Dialogue
A: Good morning, everyone. My name is . I will be your guide today. We are
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now heading for our first stop of this tour, Tokyo Tower. We will enjoy the great view of
metropolitan Tokyo from the top of the tower. After that, we will go to Odaiba, a popular
seafront shopping area.

B: Excuse me, but is there any free time to do shopping?
A: Yes, you will have about 30 minutes of free time in Odaiba.
B: Good.
A: After the shopping, we will take a cruise along the Sumida River.
B: How long is the cruise?
A: It is a 30-minute cruise. Then, we will end our tour in Asakusa, where you can visit the oldest

Buddhist temple in Tokyo.
B: This tour doesn’t include lunch, does it?
A: I’m afraid not, but I can recommend some good restaurants in the Asakusa area.
B: What time does the tour end?
A: The bus will drop you off in Asakusa around noon.
B: Thank you.

TOPIC READING 1 (p. 27)

参考情報

訪日旅行者に対する特典として有名なのは JRパスです。このリーディングにある全国 6社共通 JRパスは国内では申
し込みができません。旅行前に手配をしておく必要があります。一方，JR東日本やJR北海道の各社は日本に到着して
からでも申し込める管轄地域のパスを出すようになりました。また全日空や日本航空なども，海外から乗り継ぎの国内
線に対してVisit Japan fare，Welcome to Japanといった特典料金を設定しています。国際観光振興機構（http:
//www.jnto.go.jp/info/）のサイトなどでどのような特典があるか確認できます。

試訳

JRは海外からの旅行者に対してお得で便利な鉄道パスを提供しています。以下はパスに関するご案内です。
これらの情報は予告なしに変更する場合がありますので，旅行の準備をなさる前に詳細を確認するようにお
願いします。

JRパスのご案内

対象旅客 「短期滞在」の外国人訪問者

有効期間 年間を通して

   概要 ● 日本国内のJRバス，新幹線（のぞみを除く），快速電車，普通列車を回数制限なくご
利用できます。

● 7日間パス，14日間パス，21日間パス
● 日本に到着する前に，海外の旅行代理店で交換券を購入すること。交換券は日本へ入
国後，JRパスに引き換えられます。

運賃 7日間パス 28,300円 14日間パス　45,100円
21日間パス 57,700円 （小児料金：大人料金の半額）

解答

Q1 c Q2 c Q3 b
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TOPIC READING 2 (p. 28)

参考情報

このレッスンの冒頭， 参考：関連知識 で紹介したように「通訳案内士（通訳ガイド）」になるには，国土交通大臣が実
施する「通訳案内士試験」に合格して都道府県に氏名，住所等を登録する必要があります。この資格を持たずに外国人
への案内業務を報酬を受けて行うことは違法であり，通訳案内士法により50万円以下の罰金が科せられることとなっ
ています。しかし，国家試験資格がなくとも，ボランティアとして報酬なしに訪日外国人の滞在を支援する活動もあり
ます。このリーディングはグッドウィルガイドと呼ばれる善意通訳に関する説明です。

試訳

ガイドサービス・ボランティアガイド（善意通訳ガイド）

主に学生，主婦，退職者からなる善意通訳ガイドグループ組織は，外国語のスキルを使って様々なボラン
ティア活動を日本各地で行っています。訪日外国人支援を行おうとスタンバイしているこれらボランティア
の善意通訳ガイドは，JNTO（国際観光振興機構）に登録しており，下にあるようなバッジを付けています。
善意通訳グループ組織（SGG）を作り，海外からの旅行者に英語やその他の言語による無料のローカルツ
アーを提供しています。

参加者が集まる場所や日時をあらかじめ設定し，ウォーキングツアーを主催するグループや，旅行者のリク
エストに応じて手配を行うグループもあります。海外から問い合わせの電話をするときは各グループの概要
を確認し日本時間（JST）に行うようにお願いします。

ボランティアによるサービスですので費用はかかりませんが，ご自身とガイドの方にかかる交通費や入場料，
そして食事をする場合の食事代の負担をお願いしています。

解答

Q1 They are mostly students, homemakers and retirees.
Q2 A guide assists overseas visitors. / A guide offers free local tours in a specific language.
Q3 They are expected to pay for the guide’s travel expenses, admissions and meals.

TRAVELING FURTHER (p. 28)

JNTOのサイトでは日本の観光地が英語で説明してありますので，参考にさせるとよいでしょう。
（http://www.jnto.go.jp/info/）

p. 50 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。
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Lesson 5

Would you spell out your name?
参考：関連知識

このレッスンでは，旅行会社や航空会社でフライトの電話予約を受けるという設定の学習をします。飛行機
の予約については，GDS（Global Distribution System）というコンピュータ流通システムが世界的に利
用されています。これは全世界の航空座席予約以外にも，鉄道やホテル，レンタカーなどあらゆる旅行商品
を網羅するコンピュターシステムです。予約業務はこのGDSをコンピュータ上で操作して行います。しか
しながらインターネットのブロードバンド化の普及により，消費者が直接オンラインで必要なスケジュール
や空席情報などを引き出すことも可能となったことで，GDS中心であった旅行業の形態にも急速に変化が
起きています。業界の各セクター（旅行会社，サプライヤー，GDSなど）が今後の展開について様々に思
案を巡らしており，さらに消費者にとって有益な予約システムが構築されていくことが見込まれています。

WARM-UP (p. 29)

Q1 予約時に必要な情報には何があるかを考えさせましょう。

name / departure date / destination / return date / people traveling / class / special requests
(meal, wheelchair, etc.) / contact numberなどが出てくるとよいでしょう。

Q2 a. zero-three eight-six-five seven-nine-zero-zero or OO（オウオウ）or double zero
b. nine forty-five p.m.
c. eight O（オウ）five a.m.
d. December twelfth
e. flight two O（オウ）three or two zero three

LISTENING (p. 29)

Exercise 1
1. F 2. F 3. T

Exercise 2
1. His last name is Shapell.
2. It leaves at 11:30 a.m.
3. It leaves on the 19th of September(on September 19).

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 32)

1 丁寧に相手の好みを聞く練習です。
練習自体はすぐ終わってしまうので，発展として，クラス全体ではどちらが人気かの集計をとる活動も
できます。ペア練習の後，各グループ，または列の代表者がHow many people in this group(block)
prefer a window seat?と尋ね，黒板に「正」の字を書いてクラス全体で集計します。さらに好きな理
由を出してもらうなどすると，発展会話練習となります。

2 名前とつづりを尋ねたり答えたりする練習です。
ペア練習でもよいですが，2列に並んで1人終わると列をずらして次々とQ&Aをしていくという方法も
可能です。

3 多少専門性が高い練習です。Phonetic Codes（p. 97）の Pattern 1と Pattern 2のうち，どちらを使
用するかをあらかじめ指定しておくと混乱が少ないでしょう。　
例（Pattern 1）： 1．M for(as in) Mike, N for Nancy, X for X-ray, sixty-seven, P for Peter, MNX67P.
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Role Play (p. 32)

Sample Dialogue
A: Hello. I’d like to fly to Los Angles on July 25. What flights do you have?
B: Let me check . . . We have two flights, at 4:00 p.m. and 5:05 p.m. Which would you prefer?
A: I prefer the earlier flight. Can you put me on that flight?
B: Let me check the availability . . . Which class would you like to fly?
A: I’d like to fly business class.
B: Yes, I can put you in business class. How about the return flight?
A: I need to be back on August 5.
B: Flight 005 leaves Los Angeles at 11:40 a.m. on the 4th and arrives at Narita at 3:05 p.m. on

the next day. How does that sound?
A: Sounds fine.
B: Good. Let me book the flight for you. May I have your name, please?
A: .
B: Thank you. May I have your contact phone number?
A: Sure. My cell phone number is xxxx-xxxx.
B: xxxx-xxxxx. Thank you, Mr. / Ms. . So you have a reservation on Flight

NH006 on July 25, leaving Narita at 4:00 p.m. and arriving in Los Angeles at 10:05 a.m. on
the same day. Your return flight, NH005, leaves Los Angeles at 11:40 a.m. on the 4th of
August and arrives at Narita at 3:05 p.m. on the 5th.

A: OK, very good.
B: Your reservation number is 44B5XX.
A: 44B5XX. Thank you.

TOPIC READING 1 (p. 33)

参考情報

世界の航空会社の航空スケジュールを記載した「OAG Flight Guide-Worldwide」という月刊航空時刻表がありま
す。これは旅行代理店や航空会社には常備されており，乗り継ぎ便，乗り継ぎ所要時間，共同運航便，空港情報などを
調べることができます。一方，各航空会社が発行する時刻表は，それぞれ形態が異なっています。このリーディングで
は，海外の航空会社によく見られる形式のシンガポール航空の時刻表のサンプルを読んでみましょう。

試訳

時刻表の読み方

a 始発空港　

b 到着空港および空港の略号

c 運航日　1＝月　2＝火　3＝水　4＝木　5＝金　6＝土　7＝日　

d 出発 / 到着時刻（24時間時刻表示）　　+1＝翌日，+2＝翌々日

e 便名および略号

f 乗り継ぎ空港

g 乗り継ぎ地の到着 / 出発時刻（24時間時刻表示）

h 機種

i 空港名

j 始発地の標準時

k 目的地の標準時
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解答

Q1 It flies on Monday, Wednesday and Friday.
Q2 No. According to the SQ timetable, you have to stop in Singapore.
Q3 It arrives at 7:10 (the next day).
Q4 It departs at 9:25.
Q5 Yes, there is a two-hour difference.
Q6 It is a 722.

TOPIC READING 2 (p. 34)

参考情報

航空運賃は各航空会社が独自に決定するのではなく，国内運賃であれば，政府に申請して許可を得る必要があり，国際
運賃であれば IATA（国際航空運送協会）運賃協定に基づき認可を得てから適用となります。運賃には，普通運賃を基
本として団体包括旅行運賃など様々な設定がありますが，料金設定によっては，日時の変更や航空会社の変更などに制
約があります。

試訳

ABC航空からの重要なお知らせ

予約，キャンセル，予約変更，経路変更について：予約の際は航空会社または旅行代理店にお電話ください。
フライトの予約をキャンセル，または変更する場合は，フライト出発予定の24時間前までには航空会社ま
たは旅行代理店にお電話ください。航空券の価格によっては，予約または経路の変更に制約が設けられてい
る場合があります。変更を航空会社に連絡しないと，それ以降，もしくは帰りのフライトの予約がキャンセ
ルされることがあります。

解答

Q1 You need to call the airline office or your travel agent.
Q2 Certain fares can restrict changes in reservations.
Q3 Your onward and/or return flight may be canceled.

TRAVELING FURTHER (p. 34)

p. 51 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。



20

Lesson 6

Yes, we can change your flight.
参考：関連知識

このレッスンでは，お客様にフライトの情報を与える会話練習を扱いますが，その中に時差に関する案内が
出てきます。時差は難しいイメージがありますが，表紙裏のマップやp.37の図を見ると，基本的な理解が
できると思います。

表紙裏のマップの見方：日本があるゾーンの下に日本の時間（JST = Japan Standard Time）が示されて
います。横列の数字は日本が一定の時間のとき，ほかのゾーンでは何時になるかを表しています。ペー
ジ中央にあるイギリスゾーンのGMT（Greenwich Mean Time）が世界標準時で，ここを基点と考え
ます。GMTが0時のときの各国の時間が24時間表示で横のグレーの帯で示されています。日本の欄に
は 9とあるので，同日午前 9時で 9時間進んでいることになります。

WARM-UP (p. 35)

Q1 2. It is three hours.
3. It is one hour.
4. It is nine hours.

Q2 Tokyo 9:00 a.m. Jan. 1
New York 7:00 p.m. Dec. 31
Bangkok 7:00 a.m. Jan. 1

LISTENING (p. 35)

Exercise 1
1. F 2. T 3. T

Exercise 2
1. It is 246CFK.
2. It arrives at 3:30.
3. Lunch service will be offered.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 38)

1 Is there anything else I can help you with?を使う練習です。ここを見ないでできるように指導しま
しょう。

2 p.37の Vocabulary and Useful Expressionsの ahead ofと behindの例文を確認してから練習させ
ましょう。（A is . . . hours ahead of B. / B is . . . hours behind A.）

Role Play (p. 38)

Sample Dialogue
A: Hello. I have a flight reservation from Fukuoka to Beijing. Is it possible to change dates?
B: Do you have your reservation number?
A: Yes, it is 453B34.
B: OK. Your reservation is for Flight NH573 on August 10.
A: Yes. I’d like to change it to the next day, August 11.
B: Let me check . . . I’m afraid this flight is already full. Would you like to be on the waiting list?
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A: Yes, please.
B: All right. We’ll give you a call if a seat becomes available.
A: Thank you.

TOPIC READING 1 (p. 39)

参考情報

消費者が直接オンライン予約をすることにより，航空会社や旅行代理店が航空券を発行しない搭乗方式をチケットレス
化といいます。これはオンラインチェックインとも連動し，航空会社にとっては印刷，回収，保管，応対などの業務の
省略化や経費節減となります。今後はこの動きがますます進んでいくとみられ，一部のアメリカの航空会社が航空券予
約業務に対して手数料を徴収するようになったことで，この流れにさらに拍車がかかることは必須です。

試訳

ABC eチケット

eチケット　旅程表／領収証

ABC航空の eチケットをご利用くださりありがとうございます。
お客様のeチケットはコンピュータシステムの中に保存されています。ほかの航空券と同様，eチケットは
譲渡できません。空港でのチェックインの際は，該当国に必要な旅行用書類，この「旅程表／領収証」，パ
スポートなどの身分証を提示してください。この「旅程表／領収証」は入国管理や税関において要請があれ
ば提示しなくてはなりません。

運賃／旅券情報

旅客氏名：Ms. Stacy Ford 予約番号：REGJ74 発行日：2008年 3月 28日
チケット番号：2052101257060 運賃：10万 200円 支払い方法：VISA

旅程
（省略）

* この「旅程表／領収書」と当航空会社のコンピュータシステムの発券情報に食い違いがある場合は，この
ABC航空会社のコンピュータシステムにある発券情報を優先とします。

解答

Q1 b
Q2 b（FLIGHT TIMEは飛行時間のことです。10 +00 minで10時間 0分を表しています。なお，Seattle—

Tokyo間の所要時間のほうが長くかかるのは風の影響によります。）
Q3 c

TOPIC READING 2 (p. 40)

参考情報

マイレージプログラムのことを英語では一般に frequent flyer program（FFP）と呼びます。飛行機の利用距離に
応じたポイント付与のほか，提携ホテルでの宿泊やショッピングでの利用も加算対象とするなど，顧客の囲い込みに効
果を上げています。
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試訳

2008年 3月 8日

佐藤様

当プログラムへようこそ。ABCフライヤーメンバーへのご入会ありがとうございます。お得意様会員カー
ドを同封いたします。
今後は当社の航空機をご利用されるたびにマイルがたまります。また，ABCフライヤープログラムの提
携ホテル，レンタカー，小売店などのご利用でもマイルをためることができます。最初の特典旅行にお出か
けになるのに十分なマイルをすぐに獲得できることでしょう。ABCフライヤープログラム提携の会社のリ
ストは，当社のホームページwww.abcflyers.com/memberでご覧いただけます。たまったマイルは，100
カ国以上の300以上の都市へのフライトと交換することができます。たったの5000マイルでクラスをアッ
プグレードすることもできます。マイルを利用して世界へ出かける方法については，当社のホームページを
ご覧ください。

ABCフライヤーのホームページは，獲得マイルを調べたり，会員の特典を最大限に利用するのに便利で
す。月々のマイルの集計や特別キャンペーンのお知らせなどEメールで受け取ることができるよう，是非ご
登録をお待ちしております。
あらためまして，ABCフライヤープログラムにご入会いただきありがとうございます。近いうちにご利
用いただきますようお待ち申し上げます。

敬具

Jacob Perata　責任者
ABCフライヤー・マーケティングプログラム

解答

Q1 A frequent flyer membership card was enclosed.
Q2 He can earn miles by using ABCFlyers program partner hotels, car rental agencies and retail

businesses.
Q3 He can use his miles on flights to over 300 cities.
Q4 He should sign up on their website.

TRAVELING FURTHER (p. 40)

各社によってプログラムに特色や違いがあるので，リサーチ結果をクラス内で分かち合うとよいでしょう。
例えばNorthwest AirlinesはWorldPerksという名のプログラムを展開していますが，たまったマイルは
使用期限がないことが特徴です。ANAのANAマイレージクラブでは，使用期限が数年と設定されています
が，たまったマイルを金券に換え，機内販売やANAホテルの支払いに使用することもできます。

p. 52 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。
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Lesson 7

Are you checking in any luggage?
参考：関連知識

このレッスンでは国際空港での出発までの流れを取り上げています。乗客は空港に到着したら，まずは
チェックインカウンターでチェックイン（搭乗手続き）をして荷物を預け，搭乗券（boarding pass）をも
らいます。その後時間に余裕を持って搭乗者のみが入れる手荷物検査場へ進みます。手荷物検査を終えたら
出入国管理のブースに並び，出国手続きをし，パスポートに出国日の印をもらいます。ここを過ぎると実質
国内を出たことになり，免税店で無税の買い物もできます。搭乗時刻には遅れないようにゲートで待機しま
す。空港で働く人々はこの流れの中の様々なシーンで活躍しています。

WARM-UP (p. 41)

Q1 SECURITY CHECKPOINTS (c)
IMMIGRATION (e)
BOARDING GATE (b)
TO ALL DEPARTURE GATES (f)
DUTY-FREE SHOPS (a)
CHECK-IN COUNTER (d)

Q2 CHECK-IN COUNTER  ➔  TO ALL DEPARTURE GATES  ➔  SECURITY CHECKPOINTS
➔  IMMIGRATION  ➔  DUTY-FREE SHOPS  ➔  BOARDING GATE

LISTENING (p. 41)

Exercise 1
1. T 2. F 3. F

Exercise 2
1. He packed his own luggage.
2. It is on the back of the boarding pass.
3. Boarding time is 9:30.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 44)

1 丁寧に頼む言い方の練習です。以下の例も練習にお使いください。
例：open your suitcase / give me your reservation number / spell out your daughter’s name

2 「必ず…してください」と相手に念押しする言い方の練習です。

Role Play (p. 44)

経由地での荷物の受け取りを確認する会話はここでは不要ですので，ダイアログより短くまとまった会話と
なります。セキュリティーに関する質問も省いてもよいでしょう。リクエストに応じて，Seat chartを見
て空いている席を割り当てるようにします。

Sample Dialogue
B: Good morning. May I see your ticket and passport, please?
A: Sure. Here you are.
B: Thank you. You are flying to Bangkok. Would you like a window seat or an aisle seat?
A: I’d like an aisle seat, please.
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B: Certainly. Are you checking in any baggage?
A: Yes, one suitcase.
B: Could you put your suitcase on the scales, please?
A: All right.
B: OK. Mr./Ms. . Here is your passport and your boarding pass. Your seat

number is 26C. The boarding time is 10:40 a.m. Please be sure to be at Gate 18 before that.
A: Thank you.
B: You’re welcome. Have a nice flight.

TOPIC READING 1 (p. 45)

試訳

機内持ち込み手荷物に関する規定　ABC航空

最大サイズ：35.5 cm× 56 cm× 23 cm

機内には1人に付き1つの機内持ち込み手荷物が許容されています。持ち込み荷物用のサイズ計測箱に収ま
るサイズで，かつ重量は18kg以下であること。これに加え，1人に付きハンドバッグ，ブリーフケースま
たはラップトップコンピューターのいずれか 1点を持ち込むことができます。

ファーストクラスおよびビジネスクラスのお客様に関しては，手荷物をさらにもう1点持ち込むことができ
ます。また，コート，傘，杖，読み物，カメラなどは特別アイテムとして別途持ち込みが可能です。

より快適なフライトを楽しめるよう，機内持ち込み手荷物は最小限にとどめるようにしてください。安全の
ため，荷物は前方の座席下，または，座席上の収納棚に収納してください。これらのスペースに入らないも
のはチェックインが必要です。

解答

Q1 a Q2 c

TOPIC READING 2 (p. 46)

参考情報

Lesson 6のTOPIC READING 1でも取り上げたように，オンライン予約およびオンラインチェックインは，その簡
便さからますます利用率が高まっています。これは乗客にとって便利な上，航空会社にとっても様々な節減ができると
いう利点があります。

試訳

ABC航空　オンラインチェックイン

いちばん簡単なチェックイン方法です！
自宅で搭乗券を印刷し，出発日に空港へ行くだけでいいのです。自宅や会社のコンピュータ，またはイン
ターネットアクセスとプリンターがあればどこからでも，飛行機が出発する24時間前から1時間前までの
間にチェックインが可能です。

以下の簡単な 5つのステップに従ってください。
1. ABC航空のホームページにログインしてください。www.abcairlines.com
2. 予約番号を入れ「チェックイン」をクリックしてください。
3. 座席指定を確認し，必要なら変更してください。
4.「確認」をクリックすれば，チェックインは完了です。
5. 搭乗券を印刷し，空港にご持参ください。

空港に到着したら，優先チェックインカウンターへ行き，チェックインする荷物を預けてください。機内持
ち込み手荷物のみの場合は，直接フライト出発ゲートへ向かってください。
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解答

Q1 You need to have a computer (or Internet access) and a printer.
Q2 You can start check-in 24 hours before the departure.
Q3 You should go to the priority check-in counter.
Q4（文中に解答はなく，自分で答えを考えます。）

      Possible answers:
You don’t have to leave your home as early. / You don’t have to wait in a long line at the
airport. / For airlines, it saves manpower/costs. など。

TRAVELING FURTHER (p. 46)

空港には様々な業務や職種があります。英語の表現が日本語とぴったり来ないこともありますので，日本語
で調べて英語に訳すのではなく，はじめから英語で調べるほうが，混乱が少ないでしょう。以下はいくつか
の例です。

Flight dispatcher: Flight dispatchers are responsible for ensuring the safety of a flight. This
includes preparing the flight plan, which is a detailed schedule of destinations, distance,
weather, altitude and so on.

Passenger service agent/airport ground crew: Passenger service agents are focused on work-
ing for passengers. Their duties include checking in passengers, providing travel infor-
mation and so on.

Ramp planner: Ramp planners are responsible for coordinating a variety of departments that
must perform different tasks, such as loading and cleaning, before the departure.

Lounge attendant: Lounge attendants work in the airport lounge. They prepare drinks, make
announcements and provide information for departing passengers.

Lesson 8

Have a nice flight!
参考：関連知識

空港のゲートでは搭乗業務担当者が旅客を機内へと案内します。飛行機を定刻に出すためにすべての乗客が
出発までに搭乗できるように神経を使います。搭乗券読み取り機で乗客の数の確認も行います。

WARM-UP (p. 47)

国によってパスポートの写真・個人情報のページのレイアウトは様々ですが，記載内容はほとんど同じです。
記載内容に関する英語表現を確認するエクササイズです。

Passport number 304407738
Surname Smith
Given name Lisa
Nationality U.S.A.
Date of birth Jan 8, 1990
Sex Female
Date of expiration May 12, 2017
Signature of bearer Lisa Smith
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LISTENING (p. 47)

Exercise 1
1. T 2. F 3. T

Exercise 2
1. She has two hours in Vancouver.
2. She has to go through immigration and customs. / She has to pick up her luggage and go

through customs.
3. First class passengers and passengers who have small children or who need assistance in

boarding can board first.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 50)

おわびを言う練習（apologize for . . .）と，断定しない言い方（it seems like . . .）の練習です。空港な
どで起こりうる状況を会話パターンとしています。見ないでできるように練習するとよいでしょう。

Role Play (p. 50)

Sample Dialogue
A: Ladies and gentlemen, your flight to Honolulu will start boarding in another 15 minutes or

so (or your flight to Honolulu is delayed about 15 minutes). We apologize for the delay.
B: Excuse me. Do you think the delay will affect my connection? Here is my ticket.
A: OK, let me see . . . You have two hours and forty minutes in Honolulu. That should allow

you enough time to go through immigration and customs.
B: Do I have to pick up my luggage in Honolulu?
A: Yes. You need your luggage to go through customs.
B: Is Honolulu airport complicated?
A: No, not at all. Just follow the signs.
B: OK. Thank you.

TOPIC READING 1 (p. 51)

参考情報

2001年の同時多発テロ事件の後，世界的に空港の保安体制は厳しくなりました。刃物（爪切り，化粧用や裁縫用の小
バサミを含む）や工具，ライターなどの機内への持ち込みは厳しくチェックされ，見つかればその場で廃棄となります。
液体物の機内持込禁止，または制限も多くの空港で施行されるようになりました。

試訳

お知らせ　　空港セキュリティー対策

フライトの安全を確保するために，空港の手荷物検査ゲートにおいて厳しいセキュリティー対策を実施して
います。乗客の皆様のご協力をお願いいたします。

国際線においては，手荷物検査ゲートで靴を脱ぐようにお願いすることがあります。コートとジャケットは
必ず脱いで検査装置に通してください。液体やジェル状のものは廃棄をお願いすることがあります。

ナイフ，鋭利な器具，はさみやその他の危険物が手荷物検査で発見された場合は，廃棄をお願いいたします。
これらの品は機内には持ち込み厳禁となっております。これらの品はすべてチェックイン用の荷物に収納し
てください。

手荷物検査は乗客の皆様にはご不便をおかけすることと思いますが，ご理解ご協力をお願いいたします。
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解答

Q1 c Q2 b

TOPIC READING 2 (p. 52)

参考情報

このリーディングにあるような補償が出るのは，飛行機の不具合や，到着便の遅れにより出発に大幅な遅れが生じた場
合などになります。航空会社によっては食事券が出るなどの措置もあります。数時間の遅れであれば特に補償はなく，
また，天候によるキャンセルの場合も残念ながら補償はありません。航空会社のミスでオーバーブッキング（予約超過）
となってしまい，何人かの乗客を次の便や翌日に回したい場合は，ゲートで様々な補償をつけてその便を利用しない人
を募ることがあります。

試訳

運賃引当金証書

□ 100米ドル相当運賃引当金　または　□ 7000マイルのボーナス

この証書を使用して，今後ABC航空を利用される際の100米ドル相当額の値引き，または，ABCフライヤー
口座に 7000マイルの付与を行うことができます。選択したほうにチェックを記入してください。

お名前　 （ブロック体で）　　署名　

旅行は発効日から 1年以内に行うこと。
発行日および発行場所：

解答

Q1 T Q2 F Q3 F Q4 T

TRAVELING FURTHER (p. 52)

主に3つのアライアンスがあります。共同運航による運航ネットワークの拡大は，サービスの向上や，自社
の機材や乗員の節約による運航コストの低減につながっています。また，マイレージプログラムの共通利用，
空港カウンターやラウンジの共同使用なども行っています。2007年現在，以下のようになっています。ア
ライアンスの名前だけ挙げておき，どの航空会社がどこに所属しているかを調べるよう指示してもよいで
しょう。

Name of Alliance Airlines

Star Alliance United Airlines, Lufthansa, Air Canada, ANA, Thai Air, Singapore Airlines,

Australia Airlines, etc.（18社）

Sky Team Delta, Air France, KLM, Korean Air, Northwest, Continental, etc.（10社）

One World British Airways, JAL, Qantas, American Airlines, Cathay Pacific, etc.（10社）
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Lesson 9

We’ll be taking off shortly.
参考：関連知識

搭乗したお客様を，準備された機内の中で気持ちよくお迎えするのが客室乗務員の最初の仕事です。お客様
には様々な国籍の方がいます。ファーストクラスやビジネスクラスを利用するVIP，団体旅行の方，赤ちゃ
んや小さい子ども連れ，お年寄りや大学生，とその構成もバラエティーに富んでいます。それぞれの方にそ
れぞれのニーズに合った対応をしながら，短い時間での離陸準備を進めなくてはなりません。迅速性，かつ
的確な判断力が必要とされる仕事です。

WARM-UP (p. 53)

離陸前に必ず説明が行われるのがemergency proceduresについてです。救命胴衣以外にもどのような説
明があるか，飛行機をよく利用する人に話してもらうのもよいでしょう。
（how to fasten seatbelt / seat belt sign / locations of emergency exits / how to use oxygen maskな
どについて説明が行われるのが一般的です。）

解答

3 ➔ 1 ➔ 5 ➔ 4 ➔ 2

LISTENING (p. 53)

Exercise 1
1. T 2. F 3. T

Exercise 2
1. It is one row away. / It is one row behind.
2. One of the left-side lavatories in the back of the cabin has a diaper changing shelf.
3. He is drinking beer.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 56)

1 「…いたしましょうか」と提案する表現の練習です。頼まれなくとも自分から気づいてサービスを提供し
ていくことが大事ですから，Shall I . . . ?の表現がすぐに口をついて出てくるようになるのが理想であ
ると伝えるとよいと思います。Would you like me to . . . ?も合わせて練習してもよいでしょう。

2 機内の食事のチョイスでよくあるパターンは…
chicken or beef / Japanese or Western / omelet or pancakes / fried noodles or a sandwich / fish
or beef / pasta or fried riceなどです。

Role Play (p. 56)

Sample Dialogue
A: Excuse me, but where do I put this stroller?
B: We can keep it in the stowage. I’ll take care of it.
A: Thank you. Do you have powdered milk and diapers on board?
B: Yes, we do. Shall I bring some for you now?
A: Well, I have some with me, but I may need more later.
B: OK, just let a flight attendant know at any time.
A: Where can I change my baby’s diaper?
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B: The lavatory on the left side in the back of the cabin has a changing shelf.
A: OK, thank you.
B: Is there anything else I can help you with?
A: No, that’s all for now. Thank you.

TOPIC READING 1 (p. 57)

参考情報

機内アナウンスは各航空会社にアナウンス・マニュアルがありますが，その内容は，それほど大きな違いはありません。
表現の仕方や盛り込む内容の順番が違う程度です。ここはアナウンスされている内容のリーディングですが，実際アナ
ウンスをしているように音読させると楽しい練習になります。

試訳

＜搭乗の挨拶＞
皆様，ABC航空008便シアトル行きにご搭乗いただき，機長の山口と乗員一同を代表いたしまして御礼申
し上げます。出発の準備が整いましたので，お座席のベルトをお締めください。なお，飛行中もベルトをお
締めいただくようお願いいたします。シアトルまでの飛行時間は9時間50分を予定しております。どうぞ
ごゆっくりおくつろぎください。

＜到着案内＞
皆様，当機はあと30分ほどでシアトル・タコマ国際空港に着陸いたします。シアトルの天候は晴れ，気温
は摂氏28度とのことでございます。現地時刻はただ今午後3時35分でございます。乗り継ぎのお客様は，
当空港で入国税関審査をお済ませください。税関審査終了後，乗り継ぎカウンターへお進みください。ただ
今，機長がシートベルトサインをつけました。お座席のベルトをお締めになり，背もたれ，テーブルを元の
位置にお戻しください。

解答

Q1 F Q2 F (It is recommended, not required.) Q3 F Q4 T Q5 T

TOPIC READING 2 (p. 58)

参考情報

一度は乗ってみたいと憧れる人も多いファーストクラスですが，そこにはエコノミークラスとはまったく異なったくつ
ろぎの世界があります。値段設定はエコノミー正規料金の3倍くらいといわれています。しかしながら，エコノミー正
規料金とはあってないようなもので，多くのエコノミー席が団体の割引設定，格安設定などでいわゆる正規料金をかな
り下げて売っていますから，ファーストクラスとエコノミークラスとの料金の差は非常に大きいものとなります。

試訳

ファーストクラスのご利用はまず優先チェックインからお楽しみください。そしてファーストクラス専用
ラウンジで出発前のお飲み物を飲みながらおくつろぎください。
機内に入ったら，その違いは一目瞭然です。一人掛けのお座席が6席と二人掛けのお座席が4つだけとい
う，プライベートで快適な空間をご用意しています。
目玉となるサービスの1つは，特別にご用意したお食事です。地域色が豊かなお食事をはじめとして様々
なオプションをご用意しています。料理はすべて，注文を受けてからオーブンやトースターを使用し，出来
立てをご用意いたします。上等なシャンパン，世界のワイン，カクテル，デザート，フルーツなど選りすぐ
りのセレクションをお楽しみください。スナックや軽食はフライトの間いつでも召し上がっていただけます。
茶葉で入れた紅茶やエスプレッソマシンを使った入れ立てのカプチーノもいつでもご用意できます。
お食事の後は，個別オーディオ・ビデオシステムでリラックスしながらお楽しみください。映画は20本
以上，ビデオは9チャンネル，音楽は21チャンネルの中からお選びいただけます。いすにゆっくりともた
れておくつろぎください。ボタン1つで背もたれの角度は簡単に調節できますし，この新式シートは簡単に
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フルサイズのベッドにもなります。
到着後は，飛行機を最初にお降りいただき，お荷物も最初にお受け取りいただけます。

解答

Q1 Before the flight, they can have priority check-in and enjoy a beverage in the first class lounge.
After the flight, they can leave the aircraft first and pick up their luggage first.

Q2 There are 10 seats.
Q3 An individual audio and video system is offered. / More than 20 featured films, 9 video chan-

nels and 21 music channels are offered.
Q4 The seat has a fully adjustable reclining angle, and can be extended into a full-length bed.

TRAVELING FURTHER (p. 58)

規制緩和によって，頭角を現してきたLCC（低コスト航空会社）ですが，アメリカではサウスウエスト航空
が成功を収め，世界の低コスト航空会社の経営モデルとなっています。機内サービスを最低限に抑え，エコ
ノミー単一クラス，中短距離を多頻度で運航，販売は代理店などを介さない直販方式などで，徹底的にコス
ト削減を図っています。21世紀に入ってからはアジア各国のLCCの活躍も目覚ましく，日本にもスカイマー
ク，スカイネットなどのLCCが起業しています。しかしながら，緩和したとはいえ，日本ではいまだに厳し
い規制が敷かれ，羽田の発着枠の制限，高額な空港使用料，大手航空会社の設定する割引運賃との競争と
いった様々な問題のために苦戦を強いられているのが現状です。

p. 53 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。

Lesson 10
Do you have anything to declare?

参考：関連知識

このレッスンでは，入国時に必要な書類の記入，到着時に通過する入国管理（immigration），検疫
（quarantine），税関（customs）についての基礎的な事項を確認する会話練習を扱います。書類に関して
は各国によって様々です。一般には入国書類と税関書類の2種類がありますが，このレッスンのRole Play
と TOPIC READINGで扱うカナダは税関申告書しかありません。到着するとまず，入国管理で書類とパス
ポートを提示し，入国します。その後 baggage claim areaの carouselでチェックインした荷物を取り，
必要なら検疫へ，検疫の対象になるものがなければそのまま税関へ向かいます。税関では荷物を開けるよう
に指示される場合もあります。課税対象のものがあれば，所定の窓口で税金を払います。

WARM-UP (p. 59)

到着時に旅客が通過する空港の CIQ（Customs, Immigration, Quarantine）で働く人々の仕事を確認し
ます。イラスト左より，immigration officer，quarantine officer，customs officer。

LISTENING (p. 59)

Exercise 1
1.  F 2. F 3. T

Exercise 2
1. He is from Malaysia.
2. He has six bottles.
3. He needs to go to both the quarantine and customs counters.
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PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 62)

客室乗務員は機内で入国書類の配布および記入の手伝いをしますので，目的地の免税基準や書類の書き方を
熟知しておく必要があります。お客様に免税範囲を伝える練習です。

Role Play (p. 62)

Sample Dialogue
A: Do you have customs and immigration documents for Canada?
B: No, I don’t think so. What do I need?
A: Are you visiting Canada?
B: Yes, I’m a Japanese student.
A: OK, then you will need one customs form. Do you have anything to declare?
B: I’m not sure. I have a cotton kimono to give as a gift. It cost about 100 Canadian dollars. I

also have one carton of cigarettes. Do I have to declare them?
A: OK. You need to declare the gift, since the duty-free allowance for gifts is 60 dollars. Your

cigarettes are within the duty-free allowance, but please indicate the number on your cus-
toms form.

B: OK. Thank you very much.

TOPIC READING 1 (p. 63)

参考情報

免税範囲は各国で基準が決められていますが，多くの場合，酒，タバコ，香水，ギフト，所持金に関して規定が設けら
れています。ここで扱うカナダの場合は珍しい例になりますが，州によって基準が多少異なります。

試訳

Part A　すべての旅行者の方へ

旅行者は全員税関申告書に自分の名前を明記する必要があります。同一住所に居住している家族は5人まで
同一の申告書に記入することが可能です。各旅行者は自分の申告に対して責任を負うこと。免税範囲内いか
んにかかわらず，カナダに持ち込むすべての品物を申告しなくてはなりません。税関係員が荷物検査を行う
こともあります。個人の免税に当たらない品の価格に対しては，課税や手数料の対象になる可能性がありま
すのでご注意ください。

アルコールやタバコをカナダに持ち込むには1人当たりに特定の免税範囲が設けてあります。以下の表で自
分の免税範囲をご確認ください。

表1　アルコール，タバコの持ち込みに対する個人免税範囲

最少年齢 州 アルコール，タバコ

18歳 アルバータ，ケベック，マニトバ ワインまたは蒸留酒 1.14リットル（40オン
ス），または355ミリリットル（12オンス）入
りの瓶，または缶ビール24本（8.5リットル）

Part B　カナダへの訪問者

Part A に記名された訪問者は全員，Part Bに含まれなければなりません。私用携帯品はカナダ国内に置い
てこない限りは免税です。ギフトに関しては，アルコール，タバコ，商業目的の物品ではなく，さらに1つ
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Part A
1. Misaki Yoko

19690108 Japan
2. Misaki Risa

19920314 Japan

Home address
2-37 Ichigaya Shinjuku-ku Tokyo Japan

Arriving by Purpose of trip Arriving from
Airline  JAL Personal ✔ other country direct ✔
Flight no.  102

I am/we are bringing into Canada:
　すべての項目のNoに✔

Part B—Visitors to Canada
Duration of stay Full value of each gift over CAN$60 Specify quantities
7days $100 Alcohol Tobacco

0 (none)   0 (none)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所持していれば免税範囲に関わらず量を記入します）
Part C
　カナダ国民の記入欄なので空欄のままにします。

Part D
　Part Aの欄に記入した順に署名をします。

が 60カナダドル以下である限りは免税です。1つに付き 60カナダドルを超えるギフトは，60ドルを超え
る額について課税対象となります。

解答

Q1 T
Q2 F（免税範囲であるかにかかわらず申告します。p.64のカードにあるように所持品に関する申告欄は

60ドルを超えるギフト，アルコール，タバコの3項目です。例えばアルコール飲料を免税範囲内所
持していたとしても，記入の必要があります。)

Q3 T
Q4 F（各ギフトが60ドル以下なので免税となります。）

TOPIC READING 2 (p. 64)

試訳

（左下枠内拡大部分）
私／私たちがカナダに持ち込むのは：

● 銃器または武器
● 販売予定いかんにかかわらず，業務上の物品および／または商品（例えば，サンプル，道具，器具）
● 食物（果物，野菜，肉，卵，乳製品），動物，鳥類，昆虫，植物，植物の一部，土，有機物，ワクチン
● 絶滅危惧種から作られた物品
● 総計 1万カナダドル相当額以上の通貨（トラベラーズチェック等も含む）。

携帯していない別送品がある。
14日以内にカナダ内の農場またはファーム・ショーを訪れる。
過去 14日間にカナダ以外の国で農場を訪れた。

（はいと答えた場合はその国／国々を列記してください。）

記入例
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Lesson 11

We have a single room available.
参考：関連知識

このレッスンからテキストの最後まではホテルでの業務を扱います。近年「ホテリエ」という言葉をよく耳
にするようになりました。フランス語に由来する単語ですが，英語ではホテリエ（hotelier）とは小さなホ
テルを経営する経営者を指します。日本で現在使用されている「ホテリエ」は必ずしも経営者を指すわけで
はなく，ホテルで働く人全般を指していることが多いようです。英語と日本語の使い分けに注意しなくては
ならない言葉です。

WARM-UP (p. 65)

標準的なホテルの部門構成と職務内容についての理解です。ここで挙げた 6つの部門を統括するのがGM
（General Manager＝総支配人）と EAM（Executive Assistant Manager＝副総支配人）です。

DIVISIONS RESPONSIBILITIES
Rooms Division front desk, housekeeping, reservations, guest relations

Food and Beverage Division banquet, restaurant and bar management
Marketing Division promotion, sales and publicity

Human Resources Division training, personnel
Accounting Division cost control, bookkeeping, accounts payable

Engineering Division maintenance, repair

LISTENING (p. 65)

Exercise 1
1.  T 2. F 3. F

Exercise 2
1. Their double rooms are 18,000 yen per night with breakfast.
2. They can use it at any of the hotel restaurants, bars or beauty salons.
3. He reserved a single room.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 68)

部屋のタイプや値段，日にち，何が料金に含まれているかを伝える練習です。テキストの例以外にも様々な
日にちや値段設定などを与えて，見ないで練習させてみましょう。

Role Play (p. 68)

Sample Dialogue
A: Hello. I’d like to know your rate for a double room on March 10.
B: Double rooms are 16,000 yen per night with breakfast.
A: OK. Do you have a double room available on that day?
B: Let’s see . . . I’m afraid we are fully booked. Would you like to choose another date?
A: No, it has to be that day. Thank you for your help.



34

TOPIC READING 1 (p. 69)

参考情報

世界的なホテル運営企業が経営するホテルチェーンの多くは，系列ホテルの集客のために，ポイントをためるプログラ
ムを展開しています。チェックアウト時の精算額，または泊まった泊数に応じてポイントが与えられ，たまったポイン
トで系列ホテルに無料で泊まれるシステムです。

試訳

泊まるたびに得をしよう！

エンジョイステイ・クラブ・リワード・プログラムは，特典をためて利用し，楽しむことがより気軽にでき
るようになった特典プログラムです。プログラムの特典に含まれるのは：

● ポイントをためたり利用したりできる場所は 500カ所以上
● 利用不可の日はなし
● 家族の口座間でポイントの合算も可能
● ポイントの使用期限はなし
● ゴールドメンバーへの近道
● 提携ホテルでいつでもどこでも

ポイントのご利用：会員の方は，たまったポイントを使って世界で500カ所を超える宿泊施設での滞在費が
無料となります。

会員特典の詳細，ポイント残高照会，さらにポイントを獲得する方法については enjoystay.comをご覧く
ださい。

解答

Q1 F Q2 F Q3 T Q4 T

TOPIC READING 2 (p. 70)

試訳

風変わりなホテル

世界には，ユニークな，また，風変わりなホテルがたくさんあります。そのようなホテルの1つに，スペ
インはグラナダ近くの洞穴ホテルがあります。これは有史以前の洞穴の住居を，年間通してゲストが宿泊で
きるコテージに1つずつ作り直したものです。すべての部屋には現代的な設備が整っており，質の高いサー
ビスを提供しているのがこの Caves Pedro Antonio de Alarcónホテルです。

23個の洞穴の施設内は，温度が常に19度に保たれています。洞穴は粘土質の丘陵にあります。外から見
ると，丘の斜面に点在する暖炉用の白い煙突しか見えません。すべての洞穴にはフル装備のキッチン，テレ
ビと電話付きのリビング，そして寝室とバスルームがあります。各部屋にはセントラルヒーティングと空調
も整っています。
また，施設にはランドリー，会議室，屋外プール，グラナダの伝統料理を味わうことのできるレストラン
もあります。ルームサービスやレクリエーションの予約も承ります。ホテルはグラナダ空港から約60kmの
場所にあります。

解答

Q1 The hotel was originally a prehistoric cave habitation.
Q2 Only the white fireplace chimneys can be seen.
Q3 Every cottage has a fully-equipped kitchen, a living room with TV and telephone, bedrooms

and bathrooms.
Q4 It is located about 60 km from Granada Airport.
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TRAVELING FURTHER (p. 70)

変わったものとしてはスウェーデンにあるアイスホテル，トルコにある洞窟のホテルなどが有名ですが，ほ
かにもユニークな特徴を持つホテルを探して，クラス内で報告し合うと面白いでしょう。

Lesson 12

This is your key card.
参考：関連知識

ホテルが生む商品性とは，空間や人とのかかわりの中で作られる快適性や満足度です。個々のスタッフの基
本姿勢も大切ですが，優れたホテルの背後には必ずホスピタリティビジネスの理念を理解した経営力やマー
ケティング力が存在します。

WARM-UP (p. 71)

サービスとは決して画一的なものではなく，個々の顧客のニーズをとらえて提供することだと理解するため
のエクササイズです。解答は必ずしも 1つではありません。キーワード以外にも自由に書かせるとよいで
しょう。

Guest(s) Situation Feelings How do you treat/speak to them?

family vacation happy & cheerful with a friendly smile

businessman business busy, tired, stressed efficiently, quickly

honeymooners honeymoon romantic without interrupting

elderly couple relative’s wedding tired, uncertain slowly, kind manner, caring
manner, respectfully

student alone taking college exam uncertain, shy caring manner, kind
manner, friendly manner

LISTENING (p. 71)

Exercise 1
1. F 2. T 3. F

Exercise 2
1. He is going to check out on the 8th.
2. She asked him to fill out the registration form and to show his credit card.
3. You insert the card into the door slot until a green light flashes.
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PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 74)

1 相手に丁寧にお願いをする言い方を練習します。自分で内容を考える必要がありますが，持ち物や状況
から創造的に文章を作らせるとよいでしょう。全員を立たせて，パートナーを探し，Could I talk to you
for a second? / Could I sit next to you?などから始めて，後に質問を続けさせることもできます。

Could I borrow some money? / Could I have your telephone number? / Could I use your dictio-
nary? / Could I open your pencil case?など，様々な文章が出てくると思いますが，自分で作るのが
難しければ，動詞をヒントとして与えておくとよいでしょう。

2 長い文章ですが，例文を隠して言えるように指導するとよいと思います。

Role Play (p. 74)

Sample Dialogue
B: Good afternoon. Are you checking in?
A: Yes, I have a reservation for three nights. My name is .
B: Yes, Mr./Ms. . A non-smoking single room for three nights, checking out

on the 12th.
A: That’s right.
B: Will you fill out this registration form and sign at the bottom, please?
A: Sure. Here you are.
B: Thank you. Here is your key card. Your room is 412, on the 4th floor.
A: OK.
B: These are breakfast coupons for three mornings. Breakfast is served at Sunshine Restaurant

over there.
A: Great. Thank you.
B: Enjoy your stay, Mr./Ms. .

TOPIC READING 1 (p. 75)

参考情報

宿泊予約のキャンセルに関する規定は，料金設定やシーズン，各ホテルによってばらつきがあります。多くの場合は前
日をキャンセル料発生の設定時としていて，前日キャンセルは20％，当日は80％，連絡なしの不泊は1泊分が100％
のキャンセル料，というケースが標準です。

試訳

レインボー・ホテル　宿泊予約規定

● 前金―（予約時に）クレジットカードから1泊目の宿泊代および税金が引き落としとなります。割
引パッケージ料金の場合は，全額を支払う必要のある場合もあります。

● すべての室料には 5％の税金が課せられます。
● 予約の際には，部屋を利用する大人の方の姓名で申し込むこと。
● 1名追加で宿泊する場合は，1泊35ドルの料金がかかります。最大宿泊人数は1部屋4名までです。
● ベッドのタイプ，喫煙・禁煙のご希望やその他のリクエストについては考慮いたしますが，保証の限
りではありません。空室状況によりできる限り応じます。

● 48時間前のキャンセル規約があります。到着日の48時間前の深夜までに取り消し通知をいただけば，
前金はお返しいたします。有効なキャンセル番号なしには返金はできません。

● インターネット予約料金は，ほかの割引プログラムとの併用はできません。
● チェックインは午後 3時，チェックアウトは午後 12時となります。
● 変更や予約取り消しに関しては 0120-732-7117へお電話ください。
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解答

Q1 T Q2 F Q3 F Q4 F Q5 T Q6 F

TOPIC READING 2 (p. 76)

試訳

ラスベガス・ドルフィンホテル

ホテルについて：ネバダ州ラスベガスにあるラスベガス・ドルフィンホテルは，砂漠のパノラマが広がるス
カイラインを背景に建ち，有名なラスベガスの目抜き通りラスベガス・ストリップからほんの2ブロック先
で，ラスベガス・コンベンションセンターにも隣接しています。当ホテルは，世界で名だたるリゾート各地
の中でも名を馳せ，毎年質の高いサービスを 200万人のお客様に提供しています。

ホテルのサービス：スイミングプール，泡風呂，テニスコート，ジム，車椅子でアクセス可能な部屋，荷物
サービス，ルームサービス，室内でのインターネット接続，コンシェルジュ，金庫，外貨交換。

客室：スタンダードの客室は温かみのある現代風スタイルのインテリアです。どの部屋からもラスベガス・
ストリップ，山脈，または近くにあるゴルフコースのすばらしい眺めをお楽しみいただけます。

解答

Q1 複数回答が可能です。例： It is close to the famous Las Vegas Strip. / There are a lot of amenities
—a swimming pool, a gym, a concierge and so on. / There is a nice view from every room.

Q2 It offers a swimming pool, tennis courts and a fitness gym.
Q3 They are decorated in a warm contemporary style.

TRAVELING FURTHER (p. 76)

ホテルはその目的に応じていろいろなサービスや施設を提供しています。大都市のホテルでも TOPIC
READING 2のように観光要素の高い都市にあれば，リゾート型に近い施設を持つものもあります。どのよ
うな場所にどのような型のホテルがあるのか調査結果をクラスで分かち合うとよいでしょう。

p. 54 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。
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Lesson 13

I recommend the tour to Nikko.
参考：関連知識

コンシェルジュは近年日本でも，お客様にサービスを提供する人として，ホテルだけでなくデパートや鉄道，
マンションのフロントなどにも置かれるようになってきています。ホテルでは，お客様の要望に応えること
に全力を尽くし，決して「No」と言わないことにプライドをかけるコンシェルジュもいるといわれていま
す。真偽は定かではありませんが，飛行機を一機手配しただの，飛行機を止めただの，象を一頭呼び寄せた
だのという逸話も残るくらいで，それだけ熱意を持って仕事に取り組んでいるコンシェルジュがいるという
ことでしょう。

「コンシェルジュ」を日本語で「コンシェルジェ」と表記する場合もありますが，原語のフランス語に近い
「コンシェルジュ」がより定着しているようです。なお，英語の発音は「コンシアージュ」に近い音となり
ます。

WARM-UP (p. 77)

ホテルの職務内容と一般的に使われる英語の役職名をマッチさせます。英語名についてはホテルによって呼
び名が違うこともあります。

イラスト左上から…

I take care of guests’ luggage. (E) （bel l  capta in はチーフで，下で働く人々は
bellboy， bellhop，porterなどといいます）

I book the rooms for customers. (B)
I welcome guests at the entrance. (C) （セキュリティーの役目も果たしています）
I try to help guests in any way possible. (F) （guest relationsと呼ぶホテルもあります）
I check guests in and out. (A) （reception desk clerk，receptionistなどという

こともあります）
I clean the guests’ rooms. (D) （maidということもあります）

LISTENING (p. 77)

Exercise 1
1.  F 2. T 3. F

Exercise 2
1. It covers most of the main sights and attractions in the area.
2. Yes, he did, because it seemed more convenient.
3. He wants to go tomorrow.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 80)

1 Yurakucho駅にホテルがあるとして，路線図にある駅への行き方を説明する練習です。発展学習として
学校の最寄り駅から，どこかへ行く行き方を聞き合うのもよいでしょう。

2 Lesson 9で学習したShall I . . . ?と同様の意味ですから，復習をかねて両方練習するのもよいでしょう。

Role Play (p. 80)

Sample Dialogue
A: Excuse me. I have a day off tomorrow and would like to take a day trip to Kyoto. Can you

help me plan the day?
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B: Certainly. There are two options. One option is to use the JR line to get there and explore
the city by yourself. It’s only 30 minutes to Kyoto Station from Osaka.

A: Not bad. So what is the other option?
B: The other option is to take a full-day bus tour with an English-speaking guide. The tour

includes a Japanese lunch. The fee is 6,000 yen.
A: That sounds convenient. What time does the tour start?
B: The bus leaves from Osaka Station bus terminal at 9:00 a.m. This tour covers many of the

main sights in Kyoto, and you can hear a detailed explanation of each sight from the En-
glish-speaking guide. I really recommend it.

A: OK. I would like to take this tour tomorrow.
B: Great. Would you like me to call the company to book you on the tour?
A: Yes, please.
B: Could I have your name and room number, please?
A: It’s  in room 603.
B: OK, Mr./Ms. , let me call the tour company now. Just a second, please.

TOPIC READING 1 (p. 81)

参考情報

ビジネス客のリピーターの取り込みに力を注いでいるホテルでは，このリーディングのように，特別なフロアを用意し，
ほかのゲストとの差別化を図っているところもあります。人気の高い外資系のホテルは，顧客満足度を向上させること
で顧客ロイヤルティーを高めるこのような方法を早くからシステム化して行っています。

試訳

カールトンホテル東京

リー様

カールトンホテル東京へまたいらしていただき心より歓迎いたします。このたびも当ホテルをご宿泊先と
してお選びいただいたことをうれしく思います。そして私どもの施設や個々に対応したサービスが，今回も
引き続きリー様のご要望通りでありますことを願っております。

25階のエグゼクティブ専用のフロアラウンジに是非お越しください。毎日午前6時から午後11時まで開
いております。エグゼクティブ・フロアラウンジはビジネスにもおくつろぎの時間を過ごすのにもぴったり
なきめ細やかなサービスを提供しており，使い勝手のよい会議室，迅速なランドリーサービス，ビュッフェ
スタイルの朝食や午後のお茶，夜のカクテルを提供するレストランなどがございます。ご滞在中はゲストの
方をご自由にエグゼクティブ・フロアラウンジにお招きいただいて結構です。飲み物や食事代だけをお支払
いください。
当ホテルにて快適にご滞在いただくために何かお手伝いできることがあれば，Guest Hotlineの直通ボタ
ンを押して直接お電話でご連絡いただけると幸いです。

敬具
大内 南
エグゼクティブ・フロア・アシスタントマネージャー

解答

Q1 c Q2 b Q3 c
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TOPIC READING 2 (p. 82)

試訳

ホテルコンシェルジュ国際団体－レ・クレドール

クレドールのコンシェルジュはユニフォームにある2つのクロスした鍵が目印となります。これらの鍵は最
高のサービスを象徴し保証します。

クレドールのコンシェルジュは，お客様からのリクエストが法的，倫理的，人間的に可能である限りは，面
目にかけてもそのご要望に応じます。

コンシェルジュは簡単な質問からばかげた現実離れしたことに至るまで様々なサービスを要求されますが，
どんなリクエストに対しても成し遂げようとする断固とした意志と責任感でもって対処します。

コンシェルジュの仕事が，手紙を書くことであれ，メッセージの伝達であれ，アドバイスであれ，予約であ
れ，旅行の手配やその他の専門的なことであれ，熱意を持って自分の使命を果たします。

解答

Q1 They symbolize excellent service.
Q2 Yes, as long as they are legal, ethical and humanly possible.
Q3 Some typical tasks are correspondence, messages, recommendations, making reservations and

organizing trips.

TRAVELING FURTHER (p. 82)

コンシェルジュの心構えや，彼らがどのような仕事をしているかを知ることができます。合わせて日本コン
シェルジュ協会のサイトも紹介するとよいでしょう。
http://www.lesclefsdorjapan.com

Lesson 14

We apologize for the inconvenience.
参考：関連知識

サービスの難しさは，何か問題があるときにどう対処したらいいのかということです。基本となる理念が
しっかりとあれば，その理念をもとに対処法を考えることができます。米国のリッツカールトンホテルでは
その理念を従業員に徹底して浸透させる手法を取り入れ，質の高いサービスを提供してきたことで有名です。
従業員はクレドと呼ばれる理念が書かれた文書を持ち歩くことが義務付けられています。このクレドにある
Our motto is: “We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen.”という一文は有名で
す。サービスを行う身分に上下関係はなく対等であるというhospitalityの理念を示しているといえるでしょ
う。さらに，Any employee who receives a customer complaint “owns” the complaint.という一文
もあります。これは，苦情に対処するのは上司でも周りの誰でもなく，苦情を受け取った従業員当人が，あ
たかも自分が苦情を「所有」した当事者となった気持ちで責任を持って対処にあたる，ということを示して
います。

WARM-UP (p. 83)

様々な回答が出ると思います。どのように対処するかを考えることに意義がありますから，自由に話し合い
をさせ，正解を出す必要はありません。後に続くダイアログやリーディングの中から，よりよい対処につな
がるヒントを学んでいきます。
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LISTENING (p. 83)

Exercise 1
1.  F 2. F 3. T

Exercise 2
1. She said she would send someone to check on it at once.
2. Her request was to be moved to an ocean view room.
3. He invited her to come down to the lobby and wait while he sorted things out.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 86)

1 喜んでお客様のお手伝いする，という気持ちを表す表現の練習です。例文は実際によくあるパターンで
すから，見ないでやり取りできるとよいでしょう。

2 p.85の Vocabulary and Useful Expressionsの説明に書かれているように，低姿勢を見せる，同情や
真摯な態度を示す，相手を持ち上げる，といったことなどを念頭に置きながら練習させましょう。

Role Play (p. 86)

Sample Dialogue
Situation 2（ダイアログと多少違うパターンとなっています）
A: Good afternoon. May I help you?
B: Well, I just checked in and came up to find that there is no view from my room! I can only

see the wall of the next building! Don’t you have a better room?
A: Oh, let me see. May I ask which room you are in?
B: It’s room 322. My name is .
A: Yes, Mr./Ms. . I understand you are very disappointed. Did you request a

room with a view when you made a reservation with us?
B: Well, no. But you must have a better room than this. I would like a park view room.
A: I’m terribly sorry, but we are fully booked today, but I will see what I can do for you. Can you

hold a moment, please?
B: OK.
A: Mr./Ms. , I will be able to move you to a very nice park view room tomor-

row. Would that be all right, sir/ma’am?
B: Well . . . OK.
A: Thank you very much for your understanding. We can have your new room ready by tomor-

row afternoon. We will let you know when it is ready. Our bellhop will take care of your
luggage.

B: Thank you.

TOPIC READING 1 (p. 87)

試訳

インタビュアー：ホーキンズさん，世界でも有数のフォレストスター・ホテルのサービスマネージャーと
して，まずホテルのサービス理念についてご意見を伺いたいと思います。

ホーキンズ：はい。当ホテルスタッフは常に 3つのモットーを頭に入れています。まず，「自分がし
てほしいようにお客様を扱う」。2つ目は，「どの従業員もホテルを染みひとつないよう
にきれいに保つことに責任を持つ」。そして3つ目は，「お客様には笑顔で挨拶し，適切
な言葉を使う」ということです。
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インタビュアー： 1つ目についてもう少しお話を伺えますか。

ホーキンズ：はい。サービスというのは状況によって非常に異なります。基本となるサービスのマ
ニュアルはありますが，マニュアル通りですべてのケースがうまくいくわけではありま
せん。マニュアルがうまく当てはまらない場合は，このような状況のとき「自分」だっ
たらどうしてほしいのか，と考えるようにしています。このモットーは個々のニーズに
あったサービスをお客様に提供する上で役立っていると思います。

インタビュアー：扱いづらいお客様にはどのように対処していますか。

ホーキンズ：私自身，以前はそういった難しいお客様も含めてすべてのお客様を好きになるように努
力していました。しかし実際問題として，それは非常に難しい。非常に失礼な態度をと
る人を好きになることは容易ではありません。ですから，すべてのお客様を好きになる
のはやめて，今度はすべてのお客様に自分が好かれるようにしようと決めました。その
ように考え出したら，難しいお客様への対応が以前より楽になりました。そのようなお
客様に自分が気に入られるように最善を尽くし，その過程を楽しめるようになりました。

インタビュアー：将来ホテルで働きたいと思っている学生にアドバイスをいただけますか。ホテルで働く
にはどのような性格が必要だとお考えですか。

ホーキンズ：そうですね。融通が利いて協力的な人ですね。また，人に接することが上手でコミュニ
ケーションスキルが高い人でなくてはなりませんね。

解答

Q1 T Q2 F Q3 F Q4 F Q5 T

TOPIC READING 2 (p. 88)

試訳

お客様の苦情対処

ホテルで働いていればお客様の苦情を避けることはできません。どのように対処するかを知っておくことが
大切です。最も大切なルールはすぐに行動を起こすことです。それをしないと，お客様は不満を感じます。
お客様が不満を抱えたままホテルを後にすることは避けたいものです。以下のステップに従いましょう。

ステップ 1：お客様の話をよく聞き，問題の原因を見つける。
ステップ 2：苦情を認め，最善の解決策を見つける。
ステップ 3：お客様にその解決策と手順を示す。その手順が受け入れられるものかどうかについて必ず確認

を行う。
ステップ 4：問題解決のために最善を尽くす。
ステップ 5：もしその問題を解決できなければ，上司に報告する。上司は必ずフォローを行わなくてはいけ

ない。
ステップ 6：問題が完全に解決したかどうかをお客様に確認する。

解答

Q1 The most important rule is to take action immediately.
Q2 Step 4 is.
Q3 You should report to your superior.
Q4 You need to confirm with the guest that the problem is completely solved.

TRAVELING FURTHER (p. 88)

大手チェーン系ホテルには，スローガンやモットーなどがあるところが多いようです。各ホテルのサイトに
入って調べる方法もありますが，記載のない場合もありますし，サービス理念の記載ページに行き着くまで
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に手間取ることもありますので，Sheraton Hotel service mottos  のように，ホテルの名前を指定して検
索をすると，比較的容易に探すことができます。

Lesson 15

Thank you for staying with us!
参考：関連知識

ホテルのチェックアウトでは料金の精算を行いますが，宿泊客に渡す明細書はbilling statementや folio
と呼ばれます。日本語でも「請求書」や「精算書」ではなく「ホテルフォリオ」と呼ぶこともあります。こ
の明細書で宿泊代以外に，ホテル内での飲食代や施設の利用費，部屋のミニバーなどの料金もすべて入って
いることをお客様に確認してもらい，また使用した覚えのないものが記載されていないかどうかも同時に見
てもらいます。ほかの滞在客が利用したものが含まれていたり，ミニバーの利用にカウントミスがあるなど，
フォリオの間違いは意外に多いものです。

WARM-UP (p. 89)

長い数字の読み方が難しいと思い込んでいる学生も多いようですが，thousand，millionのカンマで 3け
たずつ区切ることを理解すればたいていどんな数字でも読めるということを伝え，確認するとよいでしょう。

Q1 twenty-four thousand seven hundred and seventy-eight yen
one hundred and thirteen thousand four hundred yen

LISTENING (p. 89)

Exercise 1
1.  F 2. F 3. T

Exercise 2
1. Her room number is 908.
2. She showed her passport.
3. She needs to go to the foreign exchange window.

PAIR SPEAKING PRACTICE (p. 92)

1 様々な値段設定をして練習させるとよいでしょう。

2 p.91のWould you mind -ing . . . ?の説明にあるように，答えが日本語の発想と違うことを再度確認
した上で練習を行いましょう。

Role Play (p. 92)

Sample Dialogue
A: Hi. I’m checking out. Here is my key.
B: Thank you. Just a moment, please. Mr./Ms. , here’s your bill. Your

total is 121,000 yen. How would you like to make your payment?
A: Can I pay with traveler’s checks?
B: Certainly. May I also see your ID, please?
A: Sure. Here is my passport, and here are the checks.
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B: Thank you.... Here is your receipt, and your change in Japanese yen.
A: Thank you.
B: We hope you enjoyed your stay. Have a safe trip back home, Mr./Ms. .

TOPIC READING 1 (p. 93)

一般的なチェックアウト時の利用明細書例です。（訳省略）

解答

Q1 F Q2 F Q3 T Q4 T Q5  F

TOPIC READING 2 (p. 94)

参考情報

このリーディングにあるようなエクスプレス・チェックアウトには，混雑の緩和，フロント業務の省力化によるコスト
節減，といったメリットがあるため，このシステムを取り入れるホテルは増えてきています。明細書が朝早く配布され
るというケースのほか，部屋のテレビの画面から明細書をチェックできるというシステムもあります。鍵とサインした
カードは，ふつうチェックアウト時にフロントに渡しますが，専用のボックスが備え付けてあるホテルや，部屋に置い
たままにしておけばよいホテルもあります。

試訳

BRENDAN HOTELS & RESORTS

エクスプレス・チェックアウト

ご利用ありがとうございました。エクスプレス・チェックアウトサービスをご利用なさりたい場合は，この
封筒に同封されている請求書の料金をご確認いただき，以下の情報をご記入ください。ご出発の際，この
カードと部屋の鍵をフロントに渡すだけで結構です。この請求書に記載された金額が，お客様のクレジット
カードに請求されます。

お名前
部屋番号
署名

　確認した料金に間違いはありません。請求書は私のクレジットカード払いで手続きしてください。
　チェックアウトタイムは正午です。

解答

Q1 The guest’s bill is enclosed.
Q2 You pay the charge by credit card.
Q3 You need to give them this card and the room keys.
Q4 自分で答えを考えます。

Possible answers:
Advantages: Guests don’t have to spend a long time at the front desk. / Guests can check

their bill in advance. / If many guests use this service, there will be a short
wait at the front desk. / Hotel front desk clerks do not have to handle cash.

Disadvantages: If guests don’t have a credit card, they can’t use this service. / Hotel staff
members have to prepare bills far in advance and deliver them to each guest.
/ If a guest uses something after the bill is delivered, he/she may leave the
hotel without noticing.
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TRAVELING FURTHER (p. 94)

www.yahoo.comのサイトから YAHOO! TRAVELに入り，都市名を入力して様々なホテルを検索するの
が便利です。

p. 55 (Teacher’s Manual)のリサーチフォームをコピーしてご利用ください。

参考文献

小方昌勝　『国際観光とエコツーリズム』　文理閣　2000年
亀川雅人編　『ビジネスクリエーターとホスピタリティ』　創成社　2006年
中谷秀一・杉原淳子・森重喜三雄　『ホテル・ビジネスブック』　中央経済社　2006年
服部勝人　『ホスピタリティ・マネジメント入門』　丸善株式会社　2004年
松園俊志監修　『旅行業入門』　同友館　2005年
向山秀明　『大学生の観光学ノート』　財団法人国際サービスセンター　2006年

辞書

Dictionary of Hotels, Tourism and Catering Management, Peter Collin Publishing, 1994



46



Travel English—Teacher’s Manual 47

My Destination Country

1)

2)

3)

Capital

Main attractions

with descriptions

Geography

Climate

Food

Other Information
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Research Form

Lesson 1
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Tour Itinerary

Destination

How many days?

What countries,

cities, attractions

are visited?

Transportation

Accommodation

Other Information
(cancellation policy,

etc.)

 Research Form

Tour Price

What is included in
the price?

Lesson 2
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World Heritage Site 

Significance
(Why did it become

a World Heritage
site?)

Year Designated

Location

Description
(What is it like?)

Other
Information

Research Form

Lesson 3
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 Research Form

Good morning (afternoon). I’d like to show you around  today.

My Guided Tour 
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Lesson 4
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Research Form

Lesson 5

Other
Information

(uniforms, frequent
flyer program, etc.)

Your Choice of Airline 

Country

Logo Mark

Areas of Operation

History or Overview

Services
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Frequent Flyer Program                  Name: 

 Research Form

Airline

Name of Program

How to earn miles

What can you use
the mileage for?

Other Information

Lesson 6
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Research Form

Lesson 9

LCC = Low Cost Carriers  

Name of Airline

Country

Established in (year)

What kind of service

does it offer?

How is it different

from traditional

airlines?

How is it doing?
Is it growing?

Where does it fly?
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 Research Form

Lesson 12

Hotel Comparison

Amenities / Facilities

Resort Hotel

Name of the Hotel

Location

Other
Information

Guest Rooms

City Hotel
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Research Form

Lesson 15

The Best Hotel for My Trip

Rank (luxury /
deluxe / standard /

number of stars)

My Destination

My Choice of Hotel

Location

Rooms
(interior / view, etc.)

Amenities
&

Facilities

Rate

Other Information
(safety, atmosphere,

etc.)

Why this hotel?
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