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Unit 12 もっとゆっくり話してください。 

≪この課のねらい・・命令文・否定命令文≫ 

 この課では動詞の原形で始まる命令文、Don’t＋動詞の原形で始まる 

 否定命令文を学習します。 

 

1. 命令文・・主語の you を省略して動詞の原形で始める。 

 Taｋe your time. （急ぎませんから、ごゆっくりどうぞ。） 

 Boys, be ambitious! （少年よ、大志を抱け！）  

 

2. 否定の命令文・・Don’t または Never で表す 

 Don’t drive so fast.   （そんなにスピード出さないで。） 

     Don’t waste your time. （時間を浪費するな。） 

 Never say I’m sorry.（ごめんなさいと言わないで。） 
 

※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. Please turn off the TV for a while. (少しの間テレビを消してください。) 

2. Don’t use the vacuum cleaner.（掃除機を使わないで。） 

3. Go to the library if you want to study.（勉強するなら図書館へ行きなさい。） 

4. Don’t speak so fast. I can’t understand. （そんなに速くしゃべらないで。理解できません。） 

 

１ - ２・・・Role Playing 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: Please turn off the TV for a while. (少しの間テレビを消してくれない。) 

     I’m studying English for my next exam.（英語のテスト勉強しているんだから。） 

B.  OK. （わかったわ。） 

A:  Also, don’t use the vacuum cleaner.（それに、掃除機も使わないで。） 

B:  But I’m cleaning now! （いま掃除しているのよ。） 

A:  Please don’t make a noise, I’m studying! 

 （うるさくしないでちょうだい。今勉強してるんだから！） 

B:  Go to the library if you want to study.（勉強するなら図書館へ行きなさい。） 

A: OK. I understand. （オーケー。わかったわ。） 

*want to ～ ～したい  
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２ - １・・・Activity 

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

1. A: Be quiet. We’re in class. 

 （静かにしないさい。今授業中ですよ。） 

 B: I’m sorry, teacher.（すみません、先生。） 

 

2. A: Don’t interrupt me. I’m reading a novel now. 

  （邪魔をしないで。今小説を読んでいるいるところなんだから。） 

     B: OK.  I’m sorry.（オーケー。ごめんなさい。） 

 

3. A: Don’t speak so fast. I can’t understand. 

  （そんなに速くしゃべらないで。理解できません。） 

  Please speak more slowly.（もっとゆっくり話してください。） 

 B:  You cannot understand? I’m sorry.  

  （理解できない？ごめんなさい。） 

 

 

２ – ２・・・Activity 

日本語訳に合うように[ ]内に単語を入れ、何度も発音しましょう。 

 

1. [      ] slowly. （ゆっくり運転してください。） 

 

2. [      ] here until I come back. 

 （私が戻るまでここにて下さい。） 

 

3. [      ] use such bad words. 

 （そんな悪い言葉を使ってはいけません。） 

 

4. [      ] talk with your mouth full. 

 （食べながら喋ってはいけません。） 

 

5. [      ] go out. It’s raining heavily outside. 

  （外出してはダメです。外はすごく雨が降っています。） 
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２ – ３・・・Activity 

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【少しの間テレビを消してくれない。】 

     I’m studying English for my next exam.（英語のテスト勉強しているんだから。） 

B.  OK. （わかったわ。） 

A:  【それに、掃除機も使わないで。】 

B:  But I’m cleaning now. （いま掃除しているのよ！） 

A:  【 うるさくしないでちょうだい。勉強してるんだから！】 

B:  Go to the library if you want to study.（勉強するなら図書館へ行きなさい。） 

A: OK. I understand. （オーケー。わかったわ。） 

 

Memorize these sentences - １２  

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. Please turn off the TV for a while.  

2. Don’t use the vacuum cleaner. 

3. Go to the library if you want to study. 

 

4. Don’t make a noise.  

 I’m studying math now. 

 

 




