Level B1 Business English

Making Requests
お願いをする

Lesson 50

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

Would you mind helping me
be in charge of this event?
このイベントを担当するのを手伝っていただけませんか？

2 SITUATION
状況
Tomoko is talking with Cindy.
トモコはシンディと話しています。

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。

Tomoko: Ah- I feel like I am working non stop for the
last 2 months.
Cindy

: I know. I was pretty busy as well, but it’s
getting better now. Do you need any help?

Tomoko: Oh, that’s so kind of you. Would you mind
helping me be in charge of this event
then?
Cindy

: Wow. I never organized this kind of event
before, but sure I will try my best.

トモコ：
いやぁ、ここ2ヶ月ノンストップで働いてい
.
るような気がする。
シンディ：
知っているわ。私もとても忙しかったけれ
ど、今はちょっとよくなりつつあるの。何
か手伝いましょうか？
トモコ：
あら、なんて親切なの。それじゃあこのイ
ベントを担当するのを手伝ってくれない
かしら。

シンディ：
まぁ。私はこの手のイベントを運営したこ
とはないけれど、でもベストを尽くしてみ
るわ。
トモコ：
すばらしい。来週の早いうちにイベントの
詳細をお渡しするね。

Tomoko: Great. I will give you the details of the
event early next week.

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。

in charge of ~ ～を担当する
organize 計画する、準備する

event
detail

イベント、催し物
細部
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

Would you mind helping me
be in charge of this event?
このイベントを担当するのを手伝っていただけませんか？

Making Requests
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。

I was wondering if you could pass this confidential letter
to Tom in person.

この機密文書をトムに直接渡してきてもらえるかな。

Would you mind helping me set up these tables for 500
guests?

500名のお客様のためにこれらのテーブルを
準備するのを手伝ってもらえますか。

I was wondering if you could make a reservation for 10
people at ABC Chinese restaurant on Thursday.

木曜日に10名でABC中華料理店への予約
を入れてもらえるとありがたいんだけど。

Would you mind keeping the noise down a little?

騒音を少し抑えておいてもらえませんか。

I was wondering if you could start the meeting a little bit
earlier this afternoon.

今日の午後ミーティングをちょっとだけ早く始
めていただけたらありがたいのですが。

Would you mind helping me bring back some envelopes
from the stationery shop?

私の代わりに文房具屋さんで封筒を買って
きてもらえるとありがたいんですが。

6 ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

Activity Make requests to your colleagues.

willing 進んで～する
overtime 残業
in advance 前もって

練習： 同僚にお願いをしてみましょう。

1. Ask whether your colleague is willing to work
overtime tonight.
2. Ask John to help you carry one of your suitcases.
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