年月日

時間

クラス

担当

テキスト・課

ぱんず

できる日本語
初中級 1課1

目標
アルバイトの問い合わせをしたり、面接での簡単なやりとりをしたりすることができる。
指導項目・文型
1. いらっしゃいます（います） 2. と申します 3. （理由）ので、〜
4. いらしゃいます（来ます） / 参ります 5. 可能動詞 6. 〜なら
アルバイトを探す
教具・教材
プリント、テスト、フラッシュカード、PC、スピーカー、歌詞、FC
細案
項目

流れ

活動

話してみよう
（新しい一歩）

居酒屋
証明写真
履歴書→パクさんですね（笑）

聞いてみよう

CDを聞く 理解度は気にしない

たんご

留意点

動詞は て形 ない形 た形
※資格外活動許可書
留学生がアルバイトするとき必要です。

16ページイラスト

チャレンジ①

イラストを見て質問 アルバイトの電話と分かればよし。
日本語文を読む、中国語文を読む。
いらっしゃいます
T：どこに電話していますか。
S：アルバイトの店です。
（スクリプトを見て）
S：アルバイトの雑誌を見ました。山田さんはいますか。
CD A02
店員：はい、なごみ屋です。
パク ：あのう、アルバイトの雑誌を見て、電話している者ですが、
山田さんはいらっしゃいますか。
店員：あ、アルバイト希望の方ですね。少々お待ちください。
T：パクさんは何と言いましたか。
S：アルバイトの雑誌を見て、電話しているものですが、
山田さんはいらっしゃいますか。
板書
板書

アルバイトの雑誌を見て、電話している者ですが、
山田さんはいらっしゃいますか。 意味は「いますか？」
アルバイト希望の方ですね。

「者」「いらっしゃいますか」「方」は 敬語 です。
アルバイトや仕事などの面接などに使います（言います）
「者」 は 謙譲語 です。自分を相手より下（高く）に言います
「いらっしゃいます」と「方」 は 尊敬語です。
相手を自分（わたし）より上（低く）に言います。

尊敬語（相手を高く）
謙譲語（自分を低く）
232ページを見ましょう。学生と確認。
尊敬語謙譲語の歌

10人のインディアン ten little indian boys のメロディで歌う

教材

PC

別冊①

絵を見て答える練習
例2 出かけている（注） ています で答える
④のＢは すみません。今、電話しています。
実際の電話応対
Ｂ：今、席を外しています。
Ａ：戻りましたら、○○から電話があったと伝えてもらえますか。
Ａ：戻りましたら、折り返し電話していただけるよう、お願いできますか。
Ｂ：はい、わかりました。電話番号を教えていただけますか。

言ってみよう①

チャレンジ②

③Ａ ：昨日、電話した者ですが、林さんはいらっしゃいますか。
④Ａ ：先週、履歴書を送った者ですが、山本さんはいらっしゃいますか。
と申します
T：店長が電話を取りましたね。同じ人じゃないですね(笑)
CD A03
店長：はい、店長の山田です。アルバイト希望の方ですね。
パク：はい、パクと申します。アルバイトの雑誌を見て、電話しました。
店長：そうですか。じゃ、あさっての午後、面接に来てください。
T：はい、パクさんは何と言いましたか。
S：パクと申します。
板書 パクと申します。 謙譲語
澤田と申します では みなさんどうぞ キュー

別冊②

と申しますが で答える練習
最後は自分の名前とクラスメイトの名前でやる。

言ってみよう②

○○を見て は ホームページや雑誌など考える

チャレンジ③

（V普通形）ので
CD A04
パク：あ、午後は……あのう、すみません。
午後は授業があるので、午前でもいいですか。
店長：そうですか。授業は何時から何時までですか。
パク：午後１時から５時までです。
店長：そうですか。じゃ、午前10時はどうですか。
パク：はい、わかりました。午前10時ですね。ありがとうございます。
店長：はい。それでは、あさって、待っています。
T：パクさんは何と言いましたか。
S：午後は授業があるので、午前でもいいですか。
板書 午後は授業があるので、午前でもいいですか。
普通形＋ので
（注）名詞 な形容詞 は なので
ので 理由 丁寧
Ｔ:ので は 何ですか？ Ｓ：からです(と言ってくれたら、うれしい)
「から」は話すときに使う。。
「から」よりも「ので」の方が丁寧。断るときは「ので」を使う。
（例）すみません。今晩はアルバイトがあるので・・・。
いAの導入
T：頭が痛かったですから、学校を休みました。
頭が痛かったので、学校を休みました。
なAの導入
今晩、暇ですから、映画を見ます。
暇なので、映画を見ます。

Nの導入
T：S2さんは今日アルバイトが休みですから、日本語を勉強します。
アルバイトが休みなので、日本語を勉強します。
（チャレンジの板書に追加する。板書をして、リピート）
T：「ので」の前は普通形ですが、なAとNはスペシャルです。
「だ」は「な」です。暇なので、休みなので。（「な」を強調して言う）
別冊③

言ってみよう③
状況イラストの確認
チャレンジ④

のでに直す練習
③と④は遅刻と休む理由なので、演技してアピールする。
②Ａ ：すみません。授業が朝９時から午後１時までなので、午前は……。
もうお店で面接してますね！
いらしゃいます（来ます） / 参ります
Ｔ：山田さんとパクさんが話していますね。
Ｔ：(山田さんの吹き出しを指して)
Ｓ：いつ日本へきましたか？
Ｔ：(パクさんの吹き出しを指して)
Ｓ：今年の4月に来ました。
CD A05
店員：店長、アルバイト希望のパクさんです。
店長：はい、どうぞ。
パク：失礼します。
店長：はい、座ってください。
パク：はい。よろしくお願いします。
店長：はい。パクさんですね。パクさんはいつ日本へいらっしゃいましたか。
パク：今年の４月に参りました。
T：山田さんはパクさんに何と聞きましたか。
S：いつ日本へいらっしゃいましたか。
T：パクさんは何と言いましたか。
S：今年の4月に参りました。

板書

Q：いつ日本へいらっしゃいましたか。
A：今年の4月にまいりました。
T：「いらっしゃいます」の意味は何ですか。
S：来ます。
T：「まいります」の意味は何ですか。
S：来ます。
T：Sさん、いつ日本へいらっしゃいましたか。
S：4月3日に参りました。
Ｔ：尊敬語と謙譲語の歌詞を見てください。
Ｔ：意味が分かりますね！
Ｔ：私は去年の7月16日に台中に参りました。

板書

Q：いつ日本へいらっしゃいましたか。
A：今年の4月にまいりました。
いらっしゃいます＝きます 尊敬語
まいります＝きます
謙譲語

チャレンジ⑤

可能動詞
T：山田さんは何を聞きますか。
S：メニューの日本語
CD A06
店員：パクさん、メニューの日本語が読めますか。
パク：はい、だいたい読めますが……。
まだ、日本の料理の名前がよくわかりません。

でも、頑張ります。
店長：そうですか。
T：山田さんはパクさんに何と聞きましたか。
S：メニューの日本語が読めますか。
T：パクさんは？
S：大体読めますが・・・。
板書 メニューの日本語が読めますか
＝メニューの日本語を読むことができますか
日本を→が可能動詞
「読めます」は可能動詞です。「～ことができます」と同じです（L9）
可能動詞は話すときに使います。を→がになります。
では、可能動詞の作り方を勉強しましょう。
※ことができます が 分からないとき
説明 日本語を読みます …
できます
↑
ことが
臭豆腐を食べることができますか？
可能動詞の使い方

可能形の作り方

2グループ
食べます 教えます 寝ます 起きます ます→られます
（辞書形）食べる る→られます（ふつう形は られる）
3グループ
来ます→こられます（こられる）
します→できます（できる）
Q 希望する は 何ですか。S：希望できる
1グループ iます→eます
歌います ひきます 泳ぎます 持ちます
歌える 弾ける 泳げる もてる
い段→え段 （ふつう形は eる）

プリント練習
FC
絵を見て答える練習
別冊⑤

文型練習帳 27-1と2(できる場合は宿題にする)
フラッシュカード
絵を見て答える練習
変換練習
⑤バイクに乗れます ⑥明日2時に来られます

文型練習帳
FC
イラスト

※が じゃないので注意！
言ってみよう⑤

チャレンジ⑥

会話練習
※答えを必ず確認すること(結構難しい…)

PC

（N）なら
CD A07
店長：それから、パクさんは料理が作れますか。
パク：簡単な料理なら作れます。
店長：そうですか。じゃ、来週から来てください。
パク：はい、わかりました。ありがとうございます。
板書 簡単な料理なら作れます。
＝簡単な料理は作れます。
名詞なら は topic 主題 は と同じ
相手が話題にしたことを取り上げて、その話題を話すとき使う。
取り立ての「なら」
Q 日本でどこへ行きたいですか。
A 沖縄に行きたいです。
沖縄なら夏（7～9）以外がいいですよ。夏は台風が多いですから（ので）
A 北海道がいいです。
北海道なら6月がいいですよ。いちばんきれいな季節ですから（ので）

言ってみよう⑥

絵を見て答える練習

ことばノート

確認して練習

やってみよう

CDを聞く

QA
会話 復習
宿題

会話

PC

