
‘Please can I…?’ / ‘Please can you…?’ 

Instructions: 

1. 4人のグループに分かれます。 
2. 各グループは、次ページにある 12枚のカードを受け取ります。 
3. カードをシャッフルして、裏向きにして机に置きます。 
4. 生徒 Aが先生になります。他の 3人の生徒は、先生に許可を求めたり、依頼
をしたりします。先生は、その要求に対して自分がどう感じるかによって、

同意するかしないかを決めます。 
5. 生徒 Bは一番上のカードを取り、カードに書かれている内容に応じて、
「Can I…?」または「Can you…?」で始まるリクエストをします。生徒 Bが許
可を求めている場合、先生（生徒 A）は「Yes, you can」または「No, you 
can't」と答えます。生徒 Bが依頼をする場合、先生（生徒 A）はどのように
対応するかについてより慎重に考える必要があります。 

例１）生徒 Bが引いたカード「You want the teacher to check your work」 

生徒 B：「Can you check my work, please?」 

先生（生徒 A）：「OK, please wait a moment」 

例２）生徒 Bが引いたカード「You want the teacher to move to one side (because 
you can't see the blackboard)」 

生徒 B：「Can you move to one side, please? 」 

先生（生徒 A）「Oh, sorry!」 

6. 時々先生（生徒 A）は「Why?」と尋ねたり、他にも説明を求める必要がある
かもしれません（例：'Which answers?'など）。 

7. 生徒 B、C、Dがそれぞれ 1つの質問をした後、役割を変え、生徒 Bが先生に
なりま         す。同様に生徒 C、D、Aは順番にカードを 1枚ずつ引き、質問を
します。 

以下は、学生が作る質問の例です。 

 

 

 

 

 



CARD                      >      POSSIBLE QUESTION 

You want to sit near your friend. > Can I sit near my friend, please? 

You want to go to the toilet. > Can I go to the toilet, please? 

You want to open a window. > Can I open a window, please? 

You want to close the door. > Can I close the door, please? 

You want to borrow a dictionary. > Can I borrow a dictionary? 

You want to have a break. > Can I/we have a break, please? 

You want the teacher to say something again (because you did not understand). > Can you 
say that again, please? (I did not understand.) 

You want the teacher to check your work. > Can you check my work, please? 

You want the teacher to come and help you. > Can you come and help me, please? 

You want the teacher to move to one side (because you cannot see the blackboard). >  

Can you move to one side, please? (I can’t see the blackboard.) 

You want the teacher to give you no homework today. > Can you give us no homework 
today, please? 

You want the teacher to tell you the answers (after a test). > Can you tell me/us the 
answers? 

このタスクを行う際に、未出の単語を導入したり、質問がしやすい雰囲気を作って

生徒が自分たちで積極的に会話ができるようにフォローするのも教師の役割です。 

 
 


