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“castle”  (お)しろ

“TV personality”タレント

“building”ビル

“temple” おてら

“anime character” 
キャラ(クター)

名前を聞いてみよう！

何ていうタレントですか？

何というおしろですか？

何ていうアニメ
キャラですか？

何ていうビルですか？

何ていうおて
らですか？

何という⼭ですか？



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



You are unfamiliar with Japanese stuff…
• Q:  これは何でしたか。
• You:  ああ、これですか。知って
いますよ。おもちゃです。
• Q:  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿知って
いますか。
• You: ええ、知っていますよ。＿
＿＿＿＿＿＿＿というおもちゃ
です。⼦供の時にあそびました
よ。
• Q:  おもしろいおもちゃでした
か？
• You:さあ、＿＿＿＿＿＿______
わすれました。
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何というおもちゃか

タマゴッチ

おもしろいおもちゃだったかどうか



謙譲語で⾔ってみましょう。
• 昨⽇先⽣のお宅に⾏きました。
• 奥様に会いました。
• おいしい料理を⾷べました。
• ご家族の写真を⾒せてもらいまし
た。
• おさけも少し飲みました。

• まいりました・うかがいました。
• お会いしました・お⽬にかかりま
した。
• いただきました。
• ⾒せていただきました。
• いただきました。



謙譲語で質問に答えてください。
• だれがコーヒー、飲みますか？
• このレポート、だれが⾒ました
か？
• 来週は、しゅっちょうしますか？
• すみませんが、⼿紙を書いてくれ
ませんか？
• この写真、おくさんですか？

• 私がいただきます。
• 私がはいけんいたしました。
• はい、いたします。
• お書きします。
• はい、家内でございます。



練習しましょう

• （例）てつだいます。
• →おてつだいしましょうか？

1. かばんをもちます。
→

2. よていを教えます。
→

3. えきまで⾞でおくります。
→

4. 本を貸します。
→

かばんをおもちしましょうか？

よていをお教えしましょうか？

えきまで⾞でおおくりしましょうか？

本をお貸ししましょうか？



練習しましょう

• （例）その本おもしろそうですね。（貸す）
• →ええ、お貸ししますよ。

1. ちょっとつかれましたね。（コーヒーを⼊れる）
→そうですね。

2. みちにまよっちゃったみたいです。（あんないする）
→だいじょうぶですか？

3. 先⽣どこですか。（よぶ）
→先⽣ですか？

4. ８時までに空港に⾏かなきゃならないんです。（電⾞の時
間をしらべる）

→そうですか。じゃあ、

じゃあ、コーヒーお⼊れしますよ。

ごあんないしますよ。

およびしますよ。

電⾞の時間をおしらべしますよ。



Ch. 20 Dialog （きょうかしょ p. 184)



Ch. 20 Dialog （きょうかしょ p. 184)



敬語を使ってください。
⼭本様、

元気ですか？私は、きのう、⽇本からもどりました。⽇本で⼭本さんにあって、ゆっくり
話せて、とても楽しかったです。⼭本さんの学⽣時代の話は、今まで聞いた⼭本さんの話
の中で、⼀番おもしろかったです。⼭本さんが、１週間もおふろに⼊らないで、授業に
⾏ったという話は、本当にびっくりしました。こんど会った時には、ほかの話もしてくれ
ませんか？

このメールといっしょに、⽇本でとった、⼭本さんの写真をおくりました。どうぞ、⾒て
ください。

それじゃあね。
ケント



敬語を使ってください。
川上様、

きのうは、家にしょうたいしてくれて、どうもありがとう。よるおそくなって、えきまで⾞
でおくってくれて、とてもたすかった。

それから、おくさんにも、晩ごはんを作ってくれてありがとうとつたえてくれない？おくさ
んが作ってくれた料理は、とてもおいしかったから、えんりょしないで、たくさん⾷べ
ちゃった。川上さんは、毎⽇、あんなにおいしい料理が⾷べられて、うらやましいね。

こんど、家にも来てね。あんなにおいしい料理は作れないけど、なにか、ごちそうするよ。

それじゃあ、また。

かずお



｢敬語｣を使って⾔って⾒ましょう。

You:  部⻑、今⽇は、何時に
帰ってきますか？
⼭⽥：そうだな、ミーティ
ングは2時までだから、3時
にはもどると思うよ。
You:  そうですか。もどって
から、ちょっと話したいこ
とがあるんですが。
⼭⽥：わかった。でも、4時
に社⻑に会う予定だから、
あまり時間は無いけど。
You:  いえ、30分ぐらいもら
えれば、おわると思います。
⼭⽥：そうか。じゃあ、
⾏ってくるよ。
You: よろしく。

You:  部⻑、今⽇は、何時にお
帰りになりますか？
⼭⽥：そうだな、ミーティン
グは2時までだから、3時には
もどると思うよ。
You:  そうですか。おもどりに
なってから、ちょっとお話し
したいことがあるんですが。
⼭⽥：わかった。でも、4時
に社⻑にお会いする予定だか
ら、あまり時間は無いけど。
You:  いえ、30分ぐらいいただ
ければ、おわるとぞんじます。
⼭⽥：そうか。じゃあ、⾏っ
てくるよ。
You: よろしくおねがいいたし
ます。

You are talking to Yamada-bucho, who is on his way to a meeting with his client:



｢敬語｣を使って⾔って⾒ましょう。
You:  もしもし、⽇本ホテルの⼭⽥と
⾔いますが、⼤⼭部⻑いますか？
Receptionist:  部⻑は今いませんが。
You: 何時ごろオフィスに帰るか知っ
ていますか？
Receptionist:  部⻑は、週末まで
しゅっちょうしていて、来週の⽉曜
⽇にもどりますが、、、
You:  そうですか。
Receptionist:  何かいそいでいます
か？
You:  ええ、よければ、けいたいの電
話番号を教えてくれませんか？
Receptionist:  分かりました。しらべ
て、後で電話をあげます。
You:  よろしく。たのみます。
Receptionist:  わかりました。じゃあ。
You:  じゃあ、あとで。

You:  もしもし、⽇本ホテルの⼭⽥とも
うしますが、⼤⼭部⻑いらっしゃいます
か？
Receptionist:  部⻑は今おりませんが。
You: 何時ごろオフィスにお帰りになるか
ごぞんじですか？
Receptionist:  部⻑は、週末までしゅっ
ちょうしておりまして、来週の⽉曜⽇に
もどりますが、、、
You:  そうですか。
Receptionist:  何かいそいでいらっしゃい
ますか？
You:  ええ、よろしければ、けいたいの
電話番号を教えていただけませんか？
Receptionist:  かしこまりました。おしら
べして、後で電話をさしあげます。
You:  よろしく。おたのみいたします。
Receptionist:  かしこまりました。それで
は、しつれいいたします。
You:  それでは、のちほど。

You are on the phone.



｢敬語｣を使って⾔って⾒ましょう。
Boss:  ちょっといいかな。
You: 何ですか。
Boss:  このしごとちょっとてつ
だってくれないかな？
You:  忙しそうですね。何でもし
ますよ。
Boss:  じゃあ、この⼿紙をコ
ピーして、⼭⽥部⻑にもって
いってくれる？
You:  はい、今すぐコピーをして、
⼭⽥部⻑にもって⾏きます。
Boss:  それから、コーヒー、⼀
杯おねがいしたいんだけど。
You:  わかりました。今すぐ作り
ます。さとうやクリームは⼊れ
ますか？
Boss:いや、ブラックで。
You:  はい、さとう、クリームは
⼊れなくていいんですね。
Boss:  わるいね。サンキュー。
You:  いいえ。

Boss:  ちょっといいかな。
You: 何でしょうか。
Boss:  このしごとちょっとてつだって
くれないかな？
You:  お忙しそうでいらっしゃいます
ね。何でもいたしますよ。
Boss:  じゃあ、この⼿紙のコピーつ
くって、⼭⽥部⻑にもっていってく
れる？
You:  はい、今すぐコピーをおつくり
して、⼭⽥部⻑にもってまいりま
す・おもちします。
Boss:  それから、コーヒー、⼀杯おね
がいしたいんだけど。
You:  かしこまりました。今すぐおつ
くりします。さとうやクリームはお
⼊れしましょうか？
Boss:いや、ブラックで。
You:  はい、さとう、クリームはお⼊
れしなくてよろしいんですね。
Boss:  わるいね。サンキュー。
You:  どういたしまして。

Your boss is talking to you:



リスニング練習
• Canvas > Japan234A > Chapter 20 > Ch. 20 Listening 1
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あずかる “keep, hold”



リスニング練習
• Canvas > Japan 234A > Chapter 20 > Ch. 20 Listening 2
• File 1:  せきをはずす ”out of office”
もりさんに(a. 電話をかける b. 電話をかけてもらう)。
• File 2:  もりさんが(a. 電話で話しているので、まつ

b  電話が終わったので、話す)。
• File 3:  せいひん “product”
a.  もりさんの会社に⾏く。b.  もりさんをレストラン
で待つ。
• File 4:  さらいしゅう “two weeks later”
れんらく “contact”  a.  もりさんのれんらくを待つ。b.  
もりさんにれんらくする。
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リスニング練習 ３
• Canvas > Japan 234A > Chapter 20 > Ch. 20 Listening 3
• File 1 File 2 

• File 3 File 4 

19


