
SITUATION  
Koji is smoking at a cafe and a waiter comes to him.  
コウジがたばこを吸っているところへウェイターがやってきました。	

Waiter:  I am sorry sir, but would you mind not  
              smoking here? This is a non-smoking  
              section. There is a smoking section over 
              there. 
 
Koji　　: Oh, I’m sorry. I will move to the smoking  
              section right away.  
 
Waiter:  Thank you, sir. 

DIALOGUE   

ウェイター： 
すみません、お客様。ここでは
たばこを吸わないでいただけ
ますか？ 
ここは禁煙席なのです。 
あちらに喫煙席があります。　	
	
	
コウジ： 
ああ、すみません。 
すぐに喫煙席に移ります。	
	
	
	
ウェイター： 
ありがとうございます。	
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状況	
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語い	
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 sir                               　　  お客様、先生、あなた（男性に対する敬称） 
 smoking section              喫煙席  
 over there                           　 向こうに     
 right away                         今すぐに  

 Would you mind not smoking here? 
 ここではたばこを吸わないでいただけますか？　	

1 

2 

3 

4 
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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。 	

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 Requests Using “Would You Mind ~ ?” 
“Would you mind ~ ?”　を使って依頼する	

今日のポイント	

　Would you mind not smoking here? 
ここではたばこを吸わないでいただけますか？	

「音楽のボリュームをしぼってもらっても 

かまいませんか？」 

「分かりました。すぐにそうします。」 

  　 

ACTIVITY 
練習	

1.   take off your shoes here     
       ここでは靴を脱ぐ　   　 Hints 

ヒント	

　        　	

5 

6 

2.  help me correct my essay          
       私のエッセーを直すのを手伝う      　 

   　　　  

　　	

　	     take off       （靴、帽子などを）脱ぐ 
　　　　　　　　　　　 　　      （飛行機が）　離陸する 	

  

　   essay             随筆、小論文	

 Would you mind being quiet here? 
– Oh, I am sorry.　 

「手伝っていただけませんか？」 

「すみません、私は今ちょっと忙しいのです。」 

  Would you mind calling back later? 
– Certainly. I’ll call back later.   

    correct        直す、修正する	

  　「後で電話をかけ直してもらえますか？」 

　　「もちろんです。後でかけます」	

4.  don’t talk loud on the bus?  
       バスでは大きな声で話すのをやめてもらえませんか？ 

3.  go out with me next Sunday? 
       次の日曜に私と出かけませんか？   

Activity 1:  Make requests using 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。	

  Would you mind turning down the music? 
– Not, at all. I’ll do it right now.　　  

「ここではお静かにお願いします。」 

「おっと、失礼しました。」	

　   loud                 大声で	

 Would you mind helping me? 
 – I’m sorry, but I am a little busy now.　　  

Activity  2:  Make some requests to your tutor.     
練習 2： 先生にいくつかお願いをしてみましょう。	
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Making Polite Requests Using Would You Mind　 
Would You Mind を使って丁寧なお願いをする	

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。 	


