
SITUATION

Miho and Nancy are speaking in a room.

ミホとナンシーは部屋で話しています。

Miho  : It is a little hot here. 

Could you open the window?

Nancy: Certainly. We need some fresh air. 

Would you like a glass of water?

Miho  : Thank you. 

DIALOGUE 

Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。

ミホ：
ここは少し暑いですね。
窓を開けてもらえませんか？

ナンシー：
もちろんです。少しさわやかな
風を入れたいですね。
お水はいかがですか？

ミホ：
ありがとうございます。
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certainly                         承知しました。 / いいですとも。

fresh               さわやかな、新鮮な

would you like ~ ?         ～はいかがですか？

Could you open the window?

窓を開けてもらえませんか？
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丁寧なお願いをする
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Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.

課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。



LANGUAGE FOCUS 

Making  Polite Requests : “Could you / Would you ~ ?” 
丁寧な依頼の文 “Could you / Would you ~ ?”

今日のポイント

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

Could you open the window?

窓を開けてもらえませんか。

「お願いしたいことがあるのですが」

ACTIVITY
練習

1. reserve a room for two nights
二日分部屋を取る

Hints
ヒント

5

6

2. accept this credit card
このクレジットカードを使う

「その主題についてもう少し具体的に説明しても
らえませんか。」

reserve 予約する

national museum    国立博物館
国立美術館

Could you lend me your dictionary?

– Sure. Here you are.

「もう一枚パンを召し上がりますか？

「はい、お願いします。」

Would you like another slice of bread?

– Yes, please.

Would you do me a favor?  

accept 受け入れる、承認する

「あなたの辞書を使わせてもらえませんか？」

「もちろんですよ。どうぞ。」

4. give me a ride to the station
駅まで私を乗せていく

3. tell me the way to the National museum
国立博物館までの道を教える

Activity 1:  Make requests for the following phrases. 

練習1： 次の語句を用いてお願いをしてみましょう。

Could you be more specific on the topic?

「英語で手伝っていただきたいところがあるので
すが」

ride 乗ること、載せること

give ～ a ride ～を車に乗せてやる

Would you help me with my English?

Activity 2 : Make some polite requests to your tutor. 

練習2： 先生に対して、丁寧な依頼の文をいくつか作ってみましょう。
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丁寧なお願いをする


