学習スケジュール

1 冊あたり 1 日５〜 30 分 × 2 〜 3 ヶ月※の学習で、外国人からよく受ける質問に、基本的な
英語で応対できるようになります。

（※ 1 ヶ月 20 日程度として計算）

標準スタディ

レベル別スタディ

１場面ごとの応対をじっくり学びたい人

自分のレベルに合った STEP を学習したい人

学習する順序
場面１

1 場面ごとに学習

場面２

場面３8

STEP1

STEP2

STEP3

「とにかくひとこと」

「これが目標」

「自信がついたら」

↓

↓

場面 1 〜 38

場面 1 〜 38

場面 1 〜 38

STEP2

STEP2

STEP2

↓

↓

↓

様々なシーンでと

きちんとした英

さらに詳しく丁

STEP3

STEP3

STEP3

応対できるように

できるようにな

で応対できるよ

STEP1

↓

寧な英語の文章

語の文章で応対

にかくひとことで

標準学習時間

はじめはカタコト、
ひとこと で OK。

標準学習時間
１ヶ月

1 場面 30 分× 38 日

１ヶ月

１場面

5 分× 38 回

飲食編

「伝わる」からはじめよう！

うになりたい人

りたい人

なりたい人

英語応対能力検定 公認教材

とにかくひとこと
接客英会話

STEP ごとに学習

学習する順序

STEP1

STEP1

旺文社

１ヶ月

１場面

10 分× 38 回

１場面

15 分× 38 回

● 接客業種別で、現場のニーズにきめ細かく対応
● 実際の接客ですぐに使えるリアリティのある場面設定

「英語応対能力検定」
評価との対応の目安
本書のSTEP
検定での判定

STEP1

● 英文はレベル別の 3 段階で構成

STEP2

●「英語応対能力検定 飲食試験」で出題される内容に対応

STEP3

「とにかくひとこと」レベルの応対力

「これが目標」レベルの応対力

「自信がついたら」レベルの応対力

C〜B

B〜A

A

基本構成・収録内容
基本フレーズ集 （32 フレーズ）

● 英語応対能力検定の概要
検定の種類（全６種類）

・業種別（販売・宿泊・飲食・鉄道・タクシー）
・一般

● 「英語応対能力検定」 とは

訪日外国人の増加に伴って、接客現場や街かどで

的な英語力の評価基準はまだありません。

評価

検定」
が、2017 年 3 月からスタートします。
● 「英語応対能力検定」 で評価する能力

「英語応対能力検定」では、難しい単語や長い文章、
正確な発音などは必要以上に問いません。訪日外国

人に応対する場面で、相手の状況や意図を理解して、
適切な英語を使って応対する基本的な英語力を、
「知

識」
「理解」
「応答」
の 3 つの観点から総合的に評価します。

語句リスト（23 カテゴリー／約 690 語）
お役立ちコラム
音声（全英文、日本語訳、語句／ダウンロードとストリーミング）
英語応対能力検定おためし問題（Web にて提供）

「リーディング」
「リスニング」
「スピーキング」

検定方式

そこで、新しい英語力の指標として「英語応対能力

価格： 1,500 円（税別）
判型・色： B6 判／ 2 色刷
ページ数： 188 ページ

テスト内容

基本的な英語で応対する能力の向上が求められて

います。その一方で、そのような実情に即した基本

メイン学習ページ（114 フレーズ［38 場面× 3 レベル］）

インターネット検定、iBT 形式

旺文社 英語応対能力検定 公認教材シリーズ（全５冊）

A・B・C・D の４段階で評価

● 英語応対能力検定ホームページ

https://otai-kentei.com/
● 書籍に関するお問い合わせ

otai@obunsha.co.jp
株式会社旺文社 〒 162-8680 東京都新宿区横寺町 55

販売編

宿泊編

飲食編

交通編

まちかど
英会話

とにかくひとこと接客英会話 飲食編

紙面のご紹介

掲載されている全ての英文・日本語訳・語句の音声を
ダウンロードもしくはストリーミングで聞くことができます。

STEP1 とにかくひとこと

接客で役立つ！基本フレーズ
巻頭に、接客の現場で役立つ「基本フレーズ」を収録してい
ます。お客様との会話で役に立つ簡単なフレーズと、さら

質問を聞き取るときポイン
トになる箇所を下線で示し
ています。

に業種に特化した便利なフレーズを、それぞれ 16 ずつ厳選
しました。そのまま覚えればすぐに使える表現ばかりです。

STEP1 では英語の読みを
カナで掲載しています。

まとめてチェック！
語句リスト

さまざまなシチュエーショ
ンで使える表現です。

巻末に、語句をまとめてチェックで
きる「語句リスト」を収録しています。
接客現場で使える語句をカテゴリー
ごとにまとめています。本編とあわせ
て学習することで、さらに応答の幅を
広げることができます。

英語で応対するときに気を
つけるとよいポイントなど
を掲載しています。

STEP2 これが目標

STEP3 自信がついたら

日本と海外の違いや、海外
から見た日本のことなど、
知っておくと役に立つ情報
を掲載しています。

飲食編

囲んである箇所を入れ替え
るだけでできる言い回しを、
簡単な解説とともに掲載し
ています。

巻末に掲載している「語句
リスト」
へのリンクです。表
現に関連する語句をまとめ
てチェックできます。

STEP1

STEP2

STEP3

外国人からの質問に対応すると
きの、いちばんシンプルな表現
で す。 な ん と か 切 り 抜 け た い
ときや、簡単に答えたいとき、
STEP1 の表現が使えます。

外国人から受ける質問に答える
ときの目標となる表現です。
伝えたいことをしっかり伝えら
れます。

STEP2 の 表 現 に、 プ ラ ス ア ル
ファの情報を伝えられる表現で
す。より丁寧な応答ができます。

本編もくじ

予約と入店
1. 予約を受ける
2. 予約変更の連絡を受ける
3. 予約キャンセルの連絡を受ける
4. 個室があるかたずねられる
5. ディナーの営業時間をたずねられる
6. 閉店時間をたずねられる
7. 待ち時間をたずねられる
8. 席についての希望を言われる
9. 席の種類についてたずねられる
10. 靴を履いたままでよいかたずねられる
着席と注文
11. 英語のメニューがあるかたずねられる
12. ランチセットがまだ注文できるかたずねられる
13. ベジタリアン向けの料理があるかたずねられる
14. おすすめメニューをたずねられる
15. 注文のために呼ばれる
16. 注文を受ける
17. どのような料理かたずねられる
18. 食材についてたずねられる
19. 料理をシェアしたいと言われる
20. セットの内容についてたずねられる

21. 飲み放題メニューについてたずねられる
22. 席を移動したいと言われる
23. 子ども用の椅子があるかたずねられる
24. 料理に合う飲み物をたずねられる
食事が始まってから
25. 箸の使い方をたずねられる
26. 水を頼まれる
27. 料理の食べ方をたずねられる
28. 残った料理を持ち帰りたいと言われる
29. お手洗いの場所をたずねられる
会計
30. 会計のために呼ばれる
31. クレジットカードが使えるかたずねられる
32. 会計を別々にしてほしいと言われる
33. クーポンが利用できるかたずねられる
34. 伝票の内容についてたずねられる
トラブル
35. 注文した料理が来ないと言われる
36. 注文していない料理が来たと言われる
37. 料理に問題があると言われる
38. 請求金額の間違いを指摘される

