
日本語２３４

〜か（どうか）
〜やすい・にくい



どういうX 

� これは、どういう
いみですか？

� 「学割（がくわ
り）」は、学生は
少し安くなるとい
ういみです。

？

？

？

？



どういうX 

� じゃあ、これは、
どういういみです
か？

� 「アルバイト募集
（ぼしゅう）」は、
アルバイトをする
人をさがしている
といういみです。

？

？

？

？



どういうX 

� じゃあ、これは、ど
ういういみですか？

� 「大売り出し（おお
うりだし）」は、い
ろいろなものが、安
く買えるといういみ
です。

？

？

？

？



どういうX 

� じゃあ、これは、ど
ういういみですか？

� 「飲み放題（のみほ
うだい）」は、同じ
ねだんで、好きなだ
け飲んでもいいとい
ういみです。

� 食べ放題もあります
よ！

？

？

？

？



You are talking to your 部長.
You: 部長、今日社長が３時に会いたい
そうですが。

部長: あっそう。今日の３時は何か予
定があったかな。

You: ええ、実は、東京銀行の山田さん
に会うやくそくになっていますが。

部長:  そうだったな。じゃあ、ちょっ
と山田さんに電話をしてくれない？

You: わかりました。山田さんの予定を
聞いてみます。

部長:  それから社長には、３時に会う
と言ってくれるかな？

You: わかりました。

お会いになりたい

山田様

お会いする

山田様

お電話をさしあげて

かしこまりました

山田様のご予定

うかがって

お会いする

もうしあげて

かしこまりました



You are talking on the phone.
You: もしもし、長野銀行のすずきと言い
ますが、田中部長はいますか？

Receptionist: すみません。田中部長は、
今日はしゅっちょうしています。

You:  あっそうですか。いつ帰ります
か？

Receptionist:明日にはもどっています

You:  じゃあ、また明日電話します。

Receptionist: 何か、つたえることがあり
ますか。

You:  じゃあ、長野銀行のすずきが電話
をしたとつたえてくれますか？

Receptionist: 長野銀行のすずきさんです
ね。わかりました。

You:  じゃあ。さようなら。

もうします

いらっしゃいます

もうしわけありません

田中 or 部長

しております

お帰りになります

もどっております

電話さしあげます

おつたえする

電話をさしあげた

おつたえいただけます

すずき様

かしこまりました

それでは、しつれいいたしま
す

ございます



｢敬語｣を使って言って見ましょう。

You:  部長、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
長に会う予定だから、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:  部長、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時に社長
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、大山部長いますか？

Receptionist:  部長は今いませんが。
You: 何時ごろオフィスに帰るか知っ
ていますか？

Receptionist:  部長は、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、大山部長いらっしゃいます
か？

Receptionist:  部長は今おりませんが。
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:  部長は、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、山田部長にもっていってくれ
る？

You:  はい、今すぐコピーをして、
山田部長にもって行きます。

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、
山田部長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、
山田部長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:



Describing how tough/comfortable it is 
to do something

� Vますやすい
◦ “Easy to V”
◦ “Comfortable to V”
◦もっていきやすいです。

� Vますにくい
◦ “Hard to V”
◦ “Uncomfortable to V”
◦わかりにくそうな本ですね。
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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、もちにくそうなかばん

� 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

12



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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読んで下さい。

� ラテン語の文法は、わかりにくいと思います。

◦ Cf. ラテン語の文法は、むずかしいと思います。

� このペンはみじかくて、ちょっと書きにくい
です。

◦ Cf.  ×このペンはみじかくて、ちょっと書くの
はむずかしいです。

◦ Cf.  この漢字は、ちょっと書くのはむずかしい
です。

� ちょっと言いにくいんですが、、、

� あの男の人は、ちょっと変で、話しにくいで
す。

14



どんなXですか？

15

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？

はきにくそうなくつ

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



この人チョウ
イケメン。も
てるかな？

さ〜、わか
んな〜い。

Embedded 
Question: a question 
sentence inside a 
larger sentence

Question

Main statement



この人ハンサムね。
でも、もてるかどう
かわかりません。

When the question is “yes-no” type like 「この人も
てるかな？」

Question to be embedded:  Vshort

+ かどうか



どんなス
ポーツする
かな？

さ〜、わか
んな〜い。

Embedded Questions

Question

Main Statement



どんなスポーツを
するかわかりませ

ん。

When the question is “Question-word” type like 「ど
んなスポーツするかな？」

Vshort + か



Embedded Questions:  Question 
word-type
� What
� When
� What kind
� Where
� Who
� How
� Why
� Which 
� Which Noun

� なに

� いつ

� どんな

� どこ

� だれ／どなた

� どう／いかが

� どうして／なぜ

� どれ

� どのNoun



Main Statements for embedded 
question
� ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聞いてみます。
� ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿知っていますか。
� ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿おしえて下さい。
� ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿見て下さい。
� ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿わかりません。
� ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿忘れる。
� ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿おぼえている。
� Etc.
� Generally, verbs of knowledge, 

comprehension



もう忘れちゃいました。

�ごはんを食べましたか。
◦ごはんを食べたかどうか忘れちゃいました。

�そとは寒かったですか。
◦そとは寒かったかどうか忘れちゃいました。

�今日の昼ご飯は何でした。
◦今日の昼ご飯は何だったか忘れちゃいまし
た。

�家の中は静かでしたか。
◦家の中は静かだったかどうか忘れちゃいま
した。



かんがえているんです。
� 今日はどこでひるごはんを食べますか。

◦ 今日、どこでひるごはんを食べるか、かんがえ
ているんです。

� あのレストランは、おいしいですか。

◦ あのレストランはおいしいかどうかかんがえて
いるんです。

� きのうあった女の人の名前は何でしたか。

◦ きのうあった女の人の名前は何だったかかんが
えているんです。

� その女の人は、すしが好きですか。

◦ その女の人は、すしが好きだかどうかかんがえ
てるんです。
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