








Scene 1 Accommodation
ホテルにチェックイン！ホテルにチェックイン！

�

ヒューエンデン・ホテルは、英国ヴィクトリア時代の様式を残すオーストラリ
アでは珍しい歴史的建造物。いにしえの雰囲気を残す館内、おいしい料理やハ
イティーも有名。宿泊客だけでなく、地元の人にも愛されている。

�

ヒューエンデン・ホテルに到着CD
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Visitor: Would you have a booking there for Gervay G-E-R-V-A-Y?

Reception: Yes, I see a booking here. Your first name’s Elizabeth?

Visitor: Yes, it is. 

Reception: K, yep, you’ve been checked into a single room.

Visitor: What’s the next grade up?

Reception: We have a Cosy Room with a double bed and its own 

ensuite.

Visitor: Have you got another sort of room? I was hoping for a queen 

bed. 

Reception: Oh, yes, definitely. We have a Victorian room, which is a 

queen bed and its own ensuite as well. Did you prefer maybe a queen 

bed instead of a single bed?

Visitor: Yes … (Reception: Yep?) please, could I have a queen room?  

Do you have any rooms with a bath tub?

Reception: Yes, we do. So, we have a King Deluxe, which has a king 

bed in there and it’s a much bigger room, and it has a private bath.

Visitor: I’d love a room with a bath tub on this day.

状況 ホテルに到着した女性がチェックインする
ところ登場人物

シドニー出身の若い女性フロント係とメ
ルボルンから旅行に来た年配の女性宿泊
客

宿泊客：えーと、ジュベー G-E-R-V-A-Y（ジー・イー・アール・ヴィー・エイ・ワイ）

で予約は入っていますか？

フロント係：はい。ご予約承っております。下のお名前はエリザベス様でよろしいでし

ょうか？

宿泊客：ええ、そうです。

フロント係：はい、シングルルームでのご予約が入っております。

宿泊客：次にいいお部屋はどれかしら？

フロント係：ダブルベッドで、コージー（居心地の良い）ルームと呼ばれるプライベー

ト・バスルーム付きのお部屋がございます。

宿泊客：ほかのお部屋はあるかしら？　できればクイーンベッドがいいのだけど。

フロント係：はい、もちろんです。私どものホテルには、クイーンサイズのベッドにプ

ライベート・バスルームが付いているヴィクトリアルームという名前のお部屋がござい

ます。シングルベッドよりもクイーンベッドの方がお好みでしょうか？

宿泊客：ええ…（フロント係：はい？）お願いします。クイーンサイズのベッドのある

お部屋に泊まれるかしら？　それとバスタブのあるお部屋はあるかしら？

フロント係：はい、ございます。キングサイズのベッドで、かなり大きなお部屋ですが、

プライベート・バスルームがあるキングデラックスというお部屋がございます。

宿泊客：バスタブのあるお部屋に泊まりたいのですけど。



yep	 	yesの代わりに使う口語表現

cosy	 	こぢんまりとした、居心地の良い。
アメリカ英語ではcozy

double bed	 ダブルベッド

ensuite	 	バスとトイレが付いている部屋のこ
と

queen bed	 	クイーンサイズのベッド。ダブルよ
り大きいベッド

king bed	 	キングサイズのベッド。クイーンサ
イズより大きい特大ベッド

reservation card	 	ホテルの予約カード。
	 	registration	card という場合も

ある

full English breakfast
	 	伝統的な「フルコースのイングリッ

シュ・ブレックファスト」とは、ト
ースト、卵料理、ベーコン、ソーセ
ージ、ベイクドビーンズ、焼きマッ
シュルーム、焼きトマト、紅茶で構
成されるボリューム満点の朝食

Paddington Market	 	パディントンマーケット。毎週土曜
に開かれている

10 11

Reception: Yep, definitely, I’ll check you into that.

Visitor: Thank you.

Reception: I’ll get your reservation cards …

Visitor: Thank you.

Reception: I just need your signature, address and email. 

Visitor: Right, aha! I sign here, email and address. Terrific! I’m looking 

forward to it. And I hope there’s breakfast included in the rate. 

Reception: Yes, there’s a full hot English breakfast included. 

Visitor: Fantastic, and I also heard that, Paddington markets is just 

around the corner …?

Reception: Yes, yes it is. It’s three minutes away from here. So, you 

can take a walk and have a look around the area as well at the same 

time. 

Visitor: Fantastic! Thank you very much.

フロント係：はい、もちろんです。それではそちらのお部屋をお取りいたします。

宿泊客：ありがとう。

フロント係：では、予約カードへご記入を…。

宿泊客：ありがとう。

フロント係：ご署名、ご住所、E メールアドレスをご記入いただけますでしょうか？

宿泊客：はい、えーっと、ここにサインして、E メールと住所ね。いいわ！　楽しみだ

わ。料金に朝食が含まれているといいのだけれど。

フロント係：はい、フルコースのイングリッシュ・ブレックファストが含まれておりま

す。

宿泊客：すばらしいわ。それと、パディントンマーケットがすぐ近くにあると聞いたん

だけど…。

フロント係：はい、ございます。ここから 3 分のところです。歩いて行けますし、つ

いでにこの周辺を歩いて見てまわることもできます。

宿泊客：ステキだわ！　どうもありがとう。

ユナイティングチャーチで毎週土曜に開
かれるパディントンマーケット。洋服か
ら家具まで、約 250 の露店が出店する
フリーマーケット



など、宿泊客以外の利用客も多く、地元の人
たちにも親しまれている。また、伝統的な建
築様式ではあるが、ワイヤレスインターネット
が無料で使えるなど、設備に関しては21世紀
仕様なのが嬉しい。
周囲はおしゃれなショップやレストランが点
在するパディントン＆ウラーラ地区。シドニー
の中でも歴史の古い建物が多い高級住宅地
だ。今回、オーナーのエリザベスさんにも録音
に協力していただいている。

クウァイフェ博士の寝室は今は「マナースイート」に

1階のロビーラウンジとレストラン

瀟
しょう

洒
し ゃ

な高級住宅街に位置する
ヴィクトリア朝様式のヒストリカルホテル

オーストラリアへ行くことが決まったとき、
私は約10年前に女性誌の取材で泊まった小さ
なブティックホテルのことを思い出した。星的
には4つ星。強く印象に残っていたのは、モダ
ンなホテルが多い中で、1872年に建てられ
た個人邸宅が前身という歴史的背景があった
からだ。
この建物は、イギリスから移民してきた外科
医フレデリック・ハリソン・クウァイフェ（Dr.	
Frederick	Harrison	Quaife）博士が、家族
と住むために建てた家だった。
その後、邸宅は看護婦の寮やゲストハウス、

ダンスホールに変わり、1913年には女子校の
リヴィエール・カレッジになるなど、所有者は
めまぐるしく変わっていく。

歴史ある建物を蘇
よみがえ

らせたジュベー姉妹
長らく荒廃していたこの建物を、現代に蘇ら

せたのは、1992年にこの建物を見つけたス
ザンヌとエリザベス・ジュベーの姉妹だった。
彼女たちはこの建物の歴史的価値を大切にし
ながら丁寧に修復をし、ヒストリカルホテルと
してオープンさせた。
19世紀当時のヴィクトリア朝様式にゴシッ
ク- イタリア風テイストを加えたエレガントな
建物は、今もハイソな個人邸宅の面影を色濃
く残している。大理石の暖炉、室内の調度品
に、本物のアンティークやコレクタブルズをさ
りげなく置くなど、この建物にふさわしい雰囲
気が保たれているのが魅力だ。
部屋数は36室と少ないが、家庭的な雰囲
気や宿泊料金に朝食代が含まれているスタイ
ルは以前のまま。レストランやカフェだけの利
用やウエディングパーティー、日曜のハイティー
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Would you have a booking there for Gervay G-E-R-V-A-Y?
ジュベーG-E-R-V-A-Yで予約は入っていますか？

この場合の Would you have …? は、「～がありますか？／～はありますよね？」とホテルやレスト
ランなどで予約を確認するときに使うオーストリア英語らしい言い方。Do you have …? と尋ねると
きは NO と言われる可能性を含んでいるが、Would you have …? は予約が入っているのが確実な状
況で使う。フレンドリーな口語表現。

booking：「予約」を意味する booking はイギリス英語。アメリカ英語では reservation をよく使う。

Have you got another sort of room?
ほかのお部屋はあるかしら？

Have you got …?：「…を持っていますか？／…はありますか？」を意味する表現。この表現も典型的
なイギリス英語だ。アメリカ英語なら have のみ、あるいは got のみを使い Do you have …? とか
You got … といった表現を使う。

Gotta check out now.
チェックアウトしたいのですが。

Gotta：(have) got to の略。アメリカ英語的なくだけた口語表現。I gotta go now.「もう行かなく
ちゃ」、I gotta invite Ann over to my party.（アンをパーティーに招待したいわ）など、さまざま
なシーンで使える。

大小さまざまなタイプの部屋を持つヒュ
ーエンデン・ホテル。写真はクイーンヴ
ィクトリアルーム




