Level A2 General English

Making Polite Indirect Question
ていねいな尋ね方-間接疑問文	

Lesson 39

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ	

Could you tell me what time the bank opens?
銀行は何時に開くか教えていただけますか？	

2 SITUATION
状況	
Ben is looking for an ATM and asks for information at the front desk
at his hotel.
ベンはATMを探して、ホテルの受付で尋ねています。

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。 	

Ben : Excuse me, do you have an ATM in this hotel?
Clerk: We’re sorry but we don’t, sir.
Ben : So, is there a bank around here?
Clerk: Yes, sir. There is a bank just past the
intersection. They have some ATMs.
Ben : Could you tell me what time the bank opens?
Clerk: The teller window opens at 9, but the ATM
corner is open 24 hours.

ベン ：	
すみません、このホテルにATMはあり	
ますか？	
	
従業員：	
申し訳ありませんが、ございません。	
	
ベン：	
ではこの辺りに銀行はありますか。	
	
従業員：	
ええ、ございます。交差点の少し先に	
銀行があります。そこにATMがござい	
ます。	
	
ベン：	
銀行は何時に開くか教えていただけ	
ますか。	
	
従業員：	
窓口は９時に開きますが、ATMコー	
ナーは２４時間開いています。	

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。 	
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銀行の窓口
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント	

Could you tell me what time the bank opens?
銀行は何時に開くか教えていただけませんか？	

Indirect Question
間接疑問文	

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。 	

Direct questions or commands

直接的な質問や命令	

What time does the bank open?

銀行は何時に開きますか？	

Where is the hospital?

病院はどこですか？	

Help me move this box.

この箱を動かすのを手伝って。	

Indirect questions

間接疑問文	

Would you mind telling me what time the
bank opens?

何時に銀行が開くか教えていただいてもよろしい
でしょうか？

Could you tell me where the hospital is?

病院がどこか教えていただけますか？

I have a favor to ask. Would you mind
helping me move this box?

お願いがあります。この箱を動かすのを手伝って
いただけますでしょうか。	

6 ACTIVITY
練習	
Activity : Direct questions are sometimes considered impolite. Indirect questions are much
more polite. Make some polite indirect questions using the phrases below:
練習： 直接的なフレーズは場合によっては失礼とみなされる場合があり、間接疑問文だとより礼儀正しい表現になり	
ます。下記のフレーズを、礼儀正しい間接疑問文にしましょう。	

Example: Clear the table.
→ Would you mind clearing the table please?
→ Could you clear the table please?
1.
2.
3.
4.

Give me that glass.
Where are the keys?
Pass the salt.
Close the door.

5.
6.
7.
8.

Open the window.
What time is it?
Switch on the air conditioner.
How can I get to the train station?
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