年月日

時間

クラス

担当
ぱんず

テキスト・課
できる日本語
初中級7課1

目標
初めて会った人と、丁寧な日本語を使って話すことができる。
指導項目・文型
1.特別な尊敬語 2.おVになります 3.尊敬動詞 4.おVします／ごNします
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、ｉＰａｄ
細案
項目

宿題回収

流れ

活動

留意点

チェック（その日に返却）

話してみよう

91ページのイラストを見て、何を勉強するかを学生と話す。
何をしていますか。

聞いてみよう

CD B12

あたらしいことば
（単語）
P92

教材

単語表を見ながら読み合わせ
絵カードを見せて答える練習
難しいけど、尊敬語の ます→て形も一緒に練習
場面のイラストの右上の文を読む

PDF

チャレンジ①

特別な尊敬語

CDを聞いて答え合わせ
①CD内容 B13
ワン、パク、アンナ：こんにちは。
西川 ： ああ、ワンさん、こんにちは。
お父さん、こちら、交流会で友達になった
ワンさんとパクさんとアンナさん。
ワン ：はじめまして。
西川父：皆さん、よくいらっしゃいました。
ワン、パク、アンナ：お邪魔します。
:
:
西川父：ワンさん、日本の生活はいかがですか （L2-1言ってみよう②）
ワン ：中国とはいろいろなことが違って、とてもおもしろいです。
西川父：そうですか。今は何をなさっているんですか。
ワン ：学生です。日本語学校で日本語を勉強しています。
板書 赤いところ 尊敬語
はじめて会う人、目上の人に使います 社長（老板）
😊 ↑ 自分より上に 😊
特別な敬語

P232の尊敬語を確認

尊敬語の歌

10人のインディアンで尊敬語をうたう

歌詞

私に質問させる
台湾の生活はいかがですか。
先生はお酒を飲みますか。→召し上がりますか。
先生は運動をしますか。→なさいますか。
インタビュー
別冊①

インタビュー用紙を見て尊敬語でインタビュー
尊敬語を確認しながら、変換練習
練習2
① 社長は来週外国へいらっしゃいます。
② 佐藤さんはいつも昼ご飯を召し上がりません。
③ 木村さんは毎朝ニュースをご覧になります。
④ 先生は明日テストだとおっしゃいました。
⑤ 田中さんは先週テニスをなさったそうです。

プリント

⑥ キム先生は明日いらっしゃらないと思います。
練習3 チェンジ（自分のこと）
②の質問 もうスパイダーマンを見ましたか？
③Ａ：山田さんをご存じですか。
④Ａ：明日、どちらへいらっしゃいますか。
⑤Ａ：スポーツをなさいますか。
⑥Ａ：どんなお仕事をなさっていますか。
追加
⑦コーヒーと紅茶とどちらになさいますか。
言ってみよう①

チャレンジ②

絵を見て答える練習
①Ｂ：そうですか。ワンさんは休みの日、どんなことをなさいますか。
Ａ ：ex.）映画を見たり、友達と食事したりします。
④Ｂ：そうですか。ワンさんはご兄弟がいらっしゃいますか。
Ａ ：ex.）はい、弟がいます。
おVになります

CDを聞いて答え合わせ
②CD内容 B14
ワン ：お父さんは、お休みの日、どんなことをなさっているんですか。
西川父：私は音楽を聞くのが好きで、ときどき、コンサートに行きます。
ワン ：そうなんですか。私も好きです！ どんな音楽をお聞きになりますか。
西川父：よくクラシックを聞きます。ワンさんはクラシックをお聞きになりますか。

ワン ：はい、大好きです。
板書 どんな音楽をお聞きになりますか。
ワンさんはクラシックをお聞きになりますか。
お ます形（ます） になります
注 Ⅲグループの動詞、います、見ます、寝ます（ますの前が1音節）
行きます、言います、くれます は使えない。
練習
別冊②

TRY N4 バスガイドの絵
練習１
② 課長はたくさんお土産をお買いになりました。
③ 山田さんはあまりお酒をお飲みになりません。
注 召し上がるのほうが丁寧です
会社の上司や先輩だったら、お飲みになりますか。
接待だったら、召し上がりますか。
追加
⑦社長は出かけました。
⑧山田先生は3月に大学をやめます。
⑨課長は飛行機に乗りません。
⑩この絵は先生が書きました。

プリント

⑪先生は新しいパソコンを買いました。
⑫先生はちかさん、周さんと初めて会いました。
練習２ QA練習
追加
QA
⑤疲れましたか。
⑥バス停の場所がわかりますか。
⑦日本でどんなところに泊まりましたか。
言ってみよう②
チャレンジ③

休みの日について。自分のこと
尊敬動詞

CDを聞いて答え合わせ
③CD内容 B15
パク ：あ、旅行の写真がありますね。どちらへ行かれたんですか。
西川姉：長野です。山に登ったり、温泉に入ったりしました。いいところですよ。

パク ：私も行ったことがあります！ また行きたいです
板書 どちらへ行かれたんですか。
んですか は 興味がある、とても知りたい
行ったんですか→丁寧 尊敬動詞
普通に言うと 行かれましたか
友達に質問するとき 〇〇の本はもう読んだ？
同僚に質問するとき 〇〇の本はもう読みましたか。
先生に質問するとき 〇〇の本はもう読まれましたか。
田中さんは帰りました。
課長は帰られました。
社長はお帰りになりました。
注 あります 要ります できます わかります は尊敬動詞にできない
注 尊敬語やお～になりますのほうが丁寧です。
尊敬動詞（尊敬形）

尊敬動詞（尊敬形）の作り方
Ｔ：寝 る 起き る 降り る（板書） 動詞の何グループですか。
出 る、食べ る、教え る（る の前を少しあけて板書）
Ｓ：Ⅱグループです。
Ｔ：Ⅱグループは る の前に られ を入れます
Ｔ：来る する 勉強する 持ってくる（板書） 動詞の何グループですか。
Ｓ：Ⅲグループです。
Ｔ：Ⅲグループは くる→こられる する→される
Ｔ：勉強する→勉強される。２つです。覚えましょう！
Ｔ：あう かく およぐ 話す まつ
Ｔ：あそぶ やすむ 作る（板書）何グループですか。
Ｓ：Ⅰグループです。
Ｔ：Ⅰグループは 最後がA あ行 になって。＋れる になります

尊敬動詞ＦＣ

ＦＣで確認

PDF

文型練習帳
別冊③

言ってみよう③

文型練習帳49
練習２ 尊敬動詞に変換する練習 練習３ 会話
追加
⑦山田さんはさっき出かけました。
⑧佐藤さんは明日、休みます。
⑨山口さんは引っ越ししました。

絵を見て答える練習
①Ａ：あっ、中国語を勉強されているんですか。
②Ａ：あっ、テニスをされるんですか。
③Ａ：あっ、どちらで買われたんですか。
Ｂ ：ex.）仙台です。旅行に行ったとき、買いました。
Ａ ：ex.）そうですか。かわいいですね。

チャレンジ④

4.おVします／ごNします

お＆ごの説明

和語＝お 漢語＝ご
※参照 別ファイル
CDを聞いて答え合わせ
④CD内容 B16
西川母：料理ができましたよ。
アンナ：あっ、お手伝いします。
西川母：ありがとう。じゃ、これを持って行ってもらえませんか。
アンナ：はい。どこに置きましょうか。
西川 ：あ、アンナさん、ここにお願いします。
板書 お手伝いします。
お 動詞ます形（ます）＋します
手伝います→謙譲表現（お手伝いします）
目上の人に何かするとき使います
Ⅲグループは 名詞の前に ご をつけると同じ表現になる
でも 電話します、洗濯します、掃除します、勉強します は お がつく
ホテルマンでやってみる
お荷物お持ちします→お部屋にご案内します
お食事のご用意いたします

練習

みんにちプリントで練習

プリント

練習

TRY N4 図書館の図

プリント

別冊④

ご と お の練習

言ってみよう④

絵を見て答える練習

やってみよう

レストラン
シュチュエーション

会話 復習
宿題

会話

