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修正後の日本語訳 

URL：https://www.talkenglish.com/lessonpractice.aspx?ALID=394  

A: "Welcome. May I have your tickets?" 

B: "Here you go." 

A: "Is anybody else traveling with you two?" 

B: "No. It's just us." 

A: "Do you have your passports with you?" 

B: "Yes. Here it is." 

A: "I'm going to ask you a series of questions. Please 

respond with a yes or a no." 

B: "Ok." 

A: "Did someone you do not know ask you to take 

something on the plane with you?" 

B: "No." 

A: "Did you have possession of your luggage since you 

A：「ようこそ。チケットを見せていただけますか？」 

B：「はい、どうぞ」 

A：「2 人以外に一緒に旅行する人はいますか？」 

B：「いいえ。私たちだけです。」 

A：「パスポートは持っていますか？」 

B：「はい。ここにあります。」 

A：「一連の質問をさせていただきます。はいかいいえ

で答えてください。」 

B：「OK」 

A：「知らない誰かが飛行機に何かを持ち込むように頼

みましたか？」 

B：「いいえ」 

https://www.talkenglish.com/lessonpractice.aspx?ALID=394
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packed?" 

B: "Yes." 

A: "Did you leave your luggage unattended at all in the 

airport?" 

B: "No." 

A: "Are you carrying any weapons or firearms?" 

B: "No." 

A: "Are you carrying any flammable material?" 

B: "No." 

A: "Do you have any perishable food items?" 

B: "No." 

A: "Great. Can you place your baggage over here?" 

B: "Sure." 

A: "Would you like an aisle or a window seat?" 

B: "Window seat please." 

A：「荷造りしてから荷物を手元においていました

か？」 

B：「はい」 

A：「空港で荷物を目の届かない所に置いたままにしま

したか？」 

B：「いいえ」 

A：「武器や銃器を持っていますか？」 

B：「いいえ」 

A：「可燃性の物質を運んでいますか？」 

B：「いいえ」 

A：「生鮮食品はありますか？」 

B：「いいえ」 

A：「結構です。荷物をここに置いてくれますか？」 

B：「はい」 

A：「通路または窓側の席、どちらをご希望ですか？」 
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A: "Ok. I am placing you two in 21A and 21B. The gate 

number is C2. It is on the bottom of the ticket. They will 

start boarding 20 minutes before the departure time. C2 

is located around the corner through the hall. Thank 

you." 

B: "Can you point me to gate C2?" 

A: "Sure. It's that way. Around that corner." 

 

B: "Great. Thank you." 

B：「窓際をお願いします」 

A：「わかりました。お二人は 21A と 21B にします。ゲ

ート番号は C2 です。これはチケットの下部にありま

す。出発時刻の 20 分前に搭乗を開始します。C2 はホ

ールの角を曲がったところにあります。 ありがとうご

ざいました。" 

B：「ゲート C2 はどちらですか？」 

A：「もちろん。そちらです。その角を曲がったところ

です。」 

B：「すばらしい。ありがとう。」 

 

Google 翻訳の修正過程：正確に修正するには、英語の仕組・性格の学習が必要です。 

A: "Welcome. May I have your tickets?" 

B: "Here you go." 

A: "Is anybody else traveling with you two?" 

B: "No. It's just us." 

A：「ようこそ。チケットを見せていただけますか？」 

B：「はい、どうぞ」 

A：「2 人以外にで一緒に旅行する人はいますか？」 

B：「いいえ。それは私たちだけです。」 
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A: "Do you have your passports with you?" 

B: "Yes. Here it is." 

A: "I'm going to ask you a series of questions. Please 

respond with a yes or a no." 

B: "Ok." 

A: "Did someone you do not know ask you to take 

something on the plane with you?" 

B: "No." 

A: "Did you have possession of your luggage since you 

packed?" 

B: "Yes." 

A: "Did you leave your luggage unattended at all in the 

airport?" 

B: "No." 

A: "Are you carrying any weapons or firearms?" 

A：「パスポートは持っていますか？」 

B：「はい。ここにあります。」 

A：「一連の質問をさせていただきます。はい か いい

えで答えてください。」 

B：「OK」 

A：「あなたが知らない誰かがあなたと一緒に飛行機に

で何かを持ち込む取るように頼みましたか？」 

B：「いいえ」 

A：「荷造りしてから荷物を手元において持ちいました

か？」 

B：「はい」 

A：「空港にで荷物を目の届かない所に置いたままにし

ましたか？」 

B：「いいえ」 

A：「武器や銃器を持っていますか？」 
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B: "No." 

A: "Are you carrying any flammable material?" 

B: "No." 

A: "Do you have any perishable food items?" 

B: "No." 

A: "Great. Can you place your baggage over here?"  

 

B: "Sure." 

A: "Would you like an aisle or a window seat?" 

B: "Window seat please." 

A: "Ok. I am placing you two in 21A and 21B. The gate 

number is C2. It is on the bottom of the ticket. They will 

start boarding 20 minutes before the departure time. C2 

is located around the corner through the hall. Thank 

you." 

B: "Can you point me to gate C2?" 

B：「いいえ」 

A：「可燃性の物質を運んでいますか？」 

B：「いいえ」 

A：「生鮮食品はありますか？」 

B：「いいえ」 

A：「結構ですすごい。荷物をここに置いてくれます

か？」 

B：「はい」 

A：「通路または窓側の席、どちらをご希望ですか？」 

B：「窓際をお願いします。にどうぞ」 

A：「わかりました。お二人は 21A と 21B に 2 つ配置し

ます。ゲート番号は C2 です。これはチケットの下部に

あります。出発時刻の 20 分前に搭乗を開始します。C2

はホールの角を曲がったところにあります。 ありがと

うございました。" 
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A: "Sure. It's that way. Around that corner." 

 

B: "Great. Thank you." 

B：「私をゲート C2 はどちらでに向けてもらえます

か？」 

A：「もちろん確かに。そちらそうです。その角を曲が

ったところです。」 

B：「すばらしい。ありがとう。」 

 


