
SITUATION  

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。 	

Lesson 2 
Making Requests 

依頼する	

今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level B1 General English 

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。 	

Can we get together 　　
tomorrow? 
明日会えますか？	

1 

2 

3 

4 

Jason and Nana are talking about the final exams. 
ジェイソンと奈々が期末テストについて話しています。	

be good at A 　 Aが得意である 
make sure 　    確実に～する	

final exam　 期末テスト 

Jason: We only have a week to go until the final exams.  
 
Nana  : Uh huh. We should try to study, right?  
 
Jason: I think I’ll be okay except for history. 
 
Nana  : Oh? I thought you were good at history. 
 
Jason: No, I hate it. 
 
Nana  : Actually, history is one of my favorite subjects.  
 
Jason: Really? Can we get together tomorrow?  You can 

probably help me with my studying. 
 
Nana  : OK. No problem. But make sure you buy me some 

ice cream after that. 
 
Jason: Great!  

ジェイソン：	
期末テストまで一週間しかないね。	
	
奈々：	
そうね。私たち、勉強しようとすべきね？	
	
ジェイソン：	
僕、歴史以外は大丈夫だと思うよ。	
	
奈々：	
あら？得意だと思っていたわ。	
	
ジェイソン：	
違うよ。大嫌いなんだ。	
	
奈々：	
実は私、歴史は好きな科目のひとつなの	
よ。	
	
ジェイソン： 
本当に？そうだ、明日会えないかな？ 
勉強を助けてくれるといいな。 
 
奈々： 
いいわよ。ただしそのあとアイスクリーム
をおごってね。 
 
ジェイソン： 
やった！	
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LANGUAGE FOCUS  

Making Requests 
依頼する	

今夜電話してもいいですか。 

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。 	

ここにもう少しだけいませんか。	

ちょっと聞いてもいいですか。	

スーパーマーケットに寄れますか。	

Can I ask you something? 

ACTIVITY 
練習	

1.  You’re traveling with your friend.　 

5 

6 

Could we stay here for a bit longer? 

Can I call you this evening? 

辞書をお借りしてもいいですか。	Could I borrow your dictionary? 

Can we drop by the supermarket?　 

2.　You’re visiting your friend’s house. 

3.　You’re making a party plan with your friend. 

Level B1 General English 

Activity 1: Read the following situations.  
　　　　　　  Then make “Can I ～?” or “Can we～?” questions. 
練習1：　次の文章を読んで、依頼したり、お願いしたりしてみましょう。 

今夜外食をしませんか。 Can we eat out tonight? 

Hints 
ヒント	

visit    ～を訪れる 
join a package tour  
ツアーに参加する	

put some videos on  
ビデオをつける 

play some music 
音楽をかける 
decorate the house  
家を飾り付ける 
play some games 
ゲームをする 
	

Activity 2: Tell your tutor what requests you actually made today. 
練習2：　今日実際に誰かに依頼をしたことを先生に話してみましょう。 	

Could you help me with my homework? 

can / could (more polite) 

宿題を手伝っていただけませんか。	

Lesson 2 
Making Requests 

依頼する	

Can we get together 　　
tomorrow? 
明日会えますか？	
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