Level A2 Business English

Lesson 32

Making Polite Requests Using Would You Mind
Would You Mindを使って丁寧に依頼する

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Would you mind asking Jane
to join us?
ジェーンに加わってもらうよう頼んでもらえませんか？

2 SITUATION
状況
Mr. Miller and Mr. Yoshida are talking at the office.
ミラーさんとヨシダさんがオフィスで話しています。

3 DIALOGUE
ダイアログ
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。

Mr. Miller: Our team needs someone who
has good Japanese and
Chinese language skills.
Mr. Yoshida: How about Jane? She is
quite competent and has a
good command of
Japanese and Chinese.
Mr. Miller: Does she? Would you mind
asking Jane to join us?

ミラー：
私たちのチームには日本語と中国語の
高いスキルがある人が必要です。

ヨシダ：
ジェーンはどうでしょう？彼女はとても
有能で、中国語、日本語があやつれま
すよ。

ミラー：
そうなんですか？ジェーンに我がチー
ムに加わってもらえるよう頼んでもらえ
ますか？

4 VOCABULARY
語い
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。

someone
competent

誰か

有能な、適任な

How about～?
command

～はどうですか？
意のままにする
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Would you mind asking Jane
to join us?
ジェーンに加わってもらうよう頼んでもらえませんか？

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

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。

“Would you mind helping me?”
– “No, not at all. I will help you.”

「手伝っていただけますか？」
「もちろんです。お手伝いします。」

“Would you mind letting me know
the source of this information?”
– “I am sorry, but it’s confidential.”

「その情報源を教えていただいてもいいですか？」
「申し訳ありませんが、情報源は秘密なのです。」

“Would you mind showing me around
in this building?
－ “Certainly.”

「建物を案内していただけませんか？」
「もちろんいいですよ。」

“Would you mind taking a look at this
document?”
– “Sure.”

「この文書を読んでいただいてもいいでしょうか？」
「もちろんです。」

6 ACTIVITY
練習
Activity : Make mini dialogues with your tutor using polite requests for the following situations.
練習： 次の状況で丁寧な依頼の短いダイアログを作ってみましょう。

1. You need your tutor to reserve your plane ticket.
先生にあなたの飛行機のチケットを取ってもらいたい。

2. You need your tutor to make a payment via
bank transfer.
先生に銀行送金で支払いしてもらいたい。

3. You want your tutor to let you know his/her
answer within two weeks.

Hints

ヒント

reserve 予約する
via
～経由で、～を通して
bank transfer 銀行振替
within
～以内に、～内部で

2週間以内に先生の回答が欲しい。
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