
日本語２１２ 3月5日（火）
〜か（どうか）
〜やすい／にくい



面接試験

 来週のクイズセクション

 １人５〜８分

 Format:  Questions and Answers 

 You will interview your instructors using the appropriate polite 

expressions.  Your instructor may ask you the same questions.  

 Grading:  

◦ Use of appropriate politeness expressions

◦ Forming meaningful and understandable Japanese

◦ Carrying out conversation

 一分スピーチ 「私がそんけいする人」

◦ You may bring notes in English for list of ideas you talk about



You are unfamiliar with Japanese stuff…

 Q: これは何ですか？

 You: さあ、________________わか
りません。

 Q: 「らーめん」みたいですけど、おい
しいでしょうか？

 You:  さあ、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
わかりません。
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何か

おいしいかどうか



You are unfamiliar with Japanese stuff…

 Q:  このカメラは新しいでしょうか。

 You:  このカメラですか。

 さあ、＿＿＿＿＿＿＿＿＿わかりま
せんねえ。

 Q:  いくらでしょうか？

 You:  さあ、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿し
りませんよ。

 Q:  でも、ちょっと高そうですね。
いいカメラなんでしょうか。

 You:  さあ、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿店
の人に聞いて見ましょう。
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新しいかどうか

いくら
か

いいカメラかどうか



〜という…

X という Y

X:  real/specific name  Y:  general category

 A: 田中さんという日本人を知っていますか。

B: ええ、ワシントン大学の先生ですね。

 第一ホテルというホテルにとまりました。

 ポチという犬がいました。

山中湖（やまなかこ）というみずうみに行きま
した。

 Colloquially, XっていうY or XってゆうY

ねえ、山田ってゆう人知ってる？
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When you want to know the name 

of an item
 What is the name of this person?

◦ この人の名前は何ですか？

◦ この人、何という名前ですか？

 What is the name of this food?

◦ この食べ物の名前、何？

◦ これ、何てゆう食べ物？



When you want to know the name 

of an item
 What is the name of this person?
◦ この人の名前は何ですか？
◦ この人、何という名前ですか？

 What is the name of this food?
◦ この食べ物の名前は何ですか？
◦ これ、何という食べ物ですか？

 What is the name of your teacher?
◦ 先生は、何ていう先生？

 What is the name of this novel?
◦ これ、何ていうしょうせつ？

 What is the name of this car?
◦ これ、何ていう車？



〜というX

 What is this place 

called?

何と言うところ
ですか？

「あさくさ」と
いうところです。

あさくさ



〜というX

 What is this lake(み
ずうみ) called?

 何というみずうみ
ですか？

 さあ、知りません。
すみません。

？？？



〜というX

 What is this bridge 

(はし) called?

 何と言うはしです
か？

 「レインボーブ
リッジ」というは
しですよ。とう
きょうにあります。

レインボーブリッジ



〜というX

 What is this food 

called?

 何と言うりょうり
／食べ物ですか？

 「とんかつ」とい
うりょうりですよ。
おいしいですよ。

とんかつ



〜というX

 What is this building 

called?

 何と言うたてもの
ですか？

 「スカイツリー」
というたてもので
すよ。東京の新し
いかんこうちで
す」。

スカイツリー



Describing how tough/comfortable it is 

to do something

 Vますやすい

◦ “Easy to V”

◦ “Comfortable to V”

◦ このケータイは使いやすいです。

◦ あの先生は、話しやすいですか？

 Vますにくい

◦ “Hard to V”

◦ “Uncomfortable to V”

◦ この本は、わかりにくいですね。

◦ みんなの前で、この歌は歌いにくいです。
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Describing how tough/comfortable it is 

to do something

 Vますやすい ／にくい

◦ Psychological ease/difficulty

◦わかりやすい授業

◦大きくて、持ちにくいかばん

 Cf.  やさしい／むずかしい

◦ Easiness/difficulty by nature

◦やさしい試験

◦むずかしそうな質問
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読んで下さい。

 このドアは開けやすいです。

◦ Cf. このドアを開けるのは、やさしいです。

 日本語の文法は分かりやすいです。

◦ Cf.  日本語の文法は、やさしいです。

 スエットパンツははきやすいです。

◦ Cf.  ×スエットパンツをはくのは、やさしい
です。

 スニーカーは歩きやすいから大好きです。

◦ Cf. ×スニーカーで歩くのは、やさしいです。
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日本語で言ってみて下さい。

 I think Latin grammar is hard to understand.

◦ ラテン語の文法は、わかりにくいと思います。

 This pen is short so it is hard to write with.

◦ このペンはみじかくて、ちょっと書きにくいです。

 It is hard to say to you but…

◦ ちょっと言いにくいんですが、、、

 The teacher is a bit strange and hard to talk to.

◦ あの先生は、ちょっと変で、話しにくいです。
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どんなXですか？「〜やすそうな・〜
にくそうなX」で答えて下さい。
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乗りにくいそうな自転車

どんな自転車ですか？ どんなドレスですか？

着にくそうなドレス

どんなタオルですか？

使いにくいそうなタオル

どんなペンですか？

書きやすそうなペン

どんなくつですか？

歩きにくそうなくつ

どんなハンバーガーですか？

食べにくそうなハン
バーガー


