
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 7 
Asking A Favor With Appreciation　 

感謝の気持ちを表しつつお願いをする 

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。 	

It would be appreciated if you would 
give me a lift. 
もし送ってもらえるのなら、とてもありがたいのですが。	
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2 

3 
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Sakiko is talking with Liz. 
咲子はリズと話しています。	

exhibition　                 展覧会、展示   mind　       ～を嫌がる 

get used to ~ing　  〜に慣れる                         besides　 〜に加えて、〜のほかに 

Liz       : So, the modern art exhibition finally starts this weekend.   
              I’m so excited! 
 
Sakiko: Me, too.  
 
Liz       : Have you been to that new museum? It’s a little far away. 
 
Sakiko: Uh, it would be appreciated if you would give me a lift. 
 
Liz       : Oh yeah, no problem. Besides, it’d be more fun to go with   
              someone.  
 
Sakiko: Thank you, Liz. You know, I just haven’t got used to 

driving here. 
 
Liz       : Anytime, Sakiko. I really don’t mind. Hey, maybe I should 

ask Rick if he needs a ride. 
 
Sakiko: I’m sure he’ll be happy to join us. 

リズ： 
ついに現代アート展覧会が始まるわね。とても
楽しみだわ。 
 
咲子： 
私も。 
 
リズ： 
新しい美術館へは行ったことある？少し遠い
わよね。  
咲子： 
その、もし乗せて行ってくれたらものすごく助か
るんだけど。  
リズ： 
あら、そうね、構わないわよ。おまけに一人で
行くよりも誰かが一緒の方がもっと楽しいしね。 
 
咲子： 
ありがとう、リズ。私まだここでの運転に慣れて
いなくて。 
 
 
リズ： 
いつでも言ってちょうだい、咲子。本当に構わ
ないのよ。そうだ、リックも乗っていきたいか聞
いたほうがいいわね。 
 
咲子： 
彼喜んで一緒に行くと思うわ。	
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LANGUAGE FOCUS  

Asking a Favor with Appreciation 
感謝の気持ちを表して依頼をする	

もしアドバイスをしてくださるのであれば
とてもありがたいのです。 

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。 	

ACTIVITY 
練習	

5 

6 

It would be greatly appreciated if you could 
give me some advice. 

私たちの結婚式に来てくださるのであれば
とても感謝いたします。	

I’d be very grateful if you took part in the 
volunteer group. 

もしボランティアグループに参加してくだ
さると大変感謝いたします。 

It would be extremely / hugely appreciated if 
you would visit me during your stay in Tokyo. 

あなたが東京滞在中に私を訪ねくだされば
ありがたいです。 

I’d love it if you came to our wedding. 

Activity: Ask a favor to your tutor and show appreciation. 
練習：先生にお願いをしてみましょう、そして感謝の気持ちを表しましょう。	

1.  You want your friend to meet you at the station at 2:00 p.m. tomorrow. 

2.  You want your friend to show your parents around the town. 

3.  You want your friend to help you open a bank account. 

4.  You want your tutor to proofread your paper. 

I’d really appreciate it if you helped me. 手伝っていただけるとありがたいのです。 

Lesson 7 
Asking A Favor With Appreciation　 

感謝の気持ちを表しつつお願いをする 
Level B1 General English 

It would be appreciated if you would 
give me a lift. 
もし送ってもらえるのなら、とてもありがたいのですが。	
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