
注文をとってみよう！



味わい／flavors

甘 い
sweet

塩辛い
salty

苦 い
bitter

辛 い
hot/spicy

酸っぱい
sour

甘酸っぱい
sweet and sour

調理方法／cooking methods

（オーブンなどで） 焼いた
baked

油で揚げた
deep-fried

ゆでた/煮た
boiled

蒸した
steamed

（網などで） 焼いた
grilled

燻製した
smoked

炒めた
stir-fried

生 の
raw

温かいhot冷たいcold

温度／temperature



お客様に提案・すすめする表現

This is ○○ How about ○○?

This is very spicy.
これ、とても辛いですよ。

This is very popular.
これ、とても人気ですよ。

How about this salad?
このサラダはどうですか？

How about this one?
これはどうですか？

これ 〇〇はどうですか

お客様にたずねるときの表現

Would you like ○○ ?

Would you like anything to drink?
何かお飲み物はいかがですか？

○○はいかがですか（ほしいかたずねる） もの
何になさいますか

What would you like?

Question and o�er

suggestions and recommendation

Anything else? 
他には何かございますか？

ジェスチャーや指差しを使ってみよう！



お客様の要望に答えることができないときの表現

(I’m) sorry, 

Sorry, we don’t have ----.
すみません、それは当店には置いていません。

Sorry, we’re full right now.
すみません、ただいま満席です。

すみません、～です。／申し訳ありません、～です。

○○○○
○○○○の部分に入る文章が
作れなかったら…
Sorry, no beer! など、
文章になってなくても構いません。
単語を並べるだけで OK!

ワンポイントApology

Request and permission
頼んだり許可をとったりするときの表現

Can you +動詞 +○○, please? Can I +動詞 +○○, please?

 Can I have your name, please?
お名前を伺ってもよろしいでしょうか？

Can you sign here, please?
ここにサインをいただけますか？

相手に～してほしいと頼む 自分が～していいかきく

I’m Sorry we cannot do that.
申し訳ありません、それはできかねます。

Can youがなくてもOKです！
Sign here, please.

朗報です
！

朗報です！ ×

いざとなったら、もっとシンプルに

単語+ pleaseだけでもOK!
 「Please=お願いします／どうぞ」という意味です。

こちらへどうぞ

慣用句になっているものもあります。
 Please sign.

This way, please. 



「これどうぞ」とものを渡すときは

Here you are.

Anything else?　他には何かございますか？ 

Can I have a ______? ______________いただけますか？

Sure.　かしこまりました。 

No, thank you　それでいいです。

あなた

あなた

旅行者 旅行者

_________please
____をください。

Sure. 
かしこまりました。

What’s this? 
これ、なんですか？

This is aburaage, 
fried tofu. 
それは、“油揚げ”といって、
油で揚げた豆腐ですね。

これください。
OK, I’ll try this

あなた

旅行者C
_________please
____をください。

Sorry, 
we don’t have ----.
すみません、それは当店には
置いていません。

あなた あなた

旅行者D

旅行者D

メニューを見せて注文を受け取る モデル会話A
実際に話してみよう

！

Hello. What would you like?　 こんにちは。何になさいますか？  

_________please　　____をください。旅行者

あなた

旅行者E

旅行者E

OK,________please
OK。では____をください。



「これどうぞ」とものを渡すときは

Here you are.

メニューを見せて注文を受け取る モデル会話B

Anything else?　他には何かございますか？ 

Can I have a ______? ______________いただけますか？

Sure.　かしこまりました。 

No, thank you　それでいいです。

Hello. What would you like?　 こんにちは。何になさいますか？  

_________please　　____をください。

I can’t eat_______ .
私、______たべれません。

OK, without ＿＿＿.
なるほど。＿＿＿は省いておきますね。

Thank you
ありがとう。

あなた

旅行者A

旅行者A

Anything else you can’t eat? 

OK,  Can you eat______?

他に食べられないものはありますか？

なるほど。__＿__は食べられますか？

あなた

あなた

あなた

I have _______ allergy.もしくは
I'm allergic to _______ .
私、______アレルギーです。

No, thank you .
それでいいです。

旅行者B

旅行者

旅行者 旅行者

旅行者B
I can’t eat_______ .
私、______たべれません。

あなた

I ‘m_______ .
私、______です。旅行者C

旅行者C

食べれないもの
チェックシートを
使ってみよう！

あなた

Anything else you can’t eat? 

OK, Can you eat______?

他に食べられないものはありますか？

なるほど。__＿__は食べられますか？


