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このテキストをお使いになる学習者のみなさんへ
つか がくしゅうしや

『日本語生中継』は、タイトルが示しているとおり、身近な場而で話されている日本語の会話
にほんご なまちゅうけい しめ みぢかばめんはな にほんごかいわ

をそのまま再現しました。
さいげん

初級の文法を勉強したのにその使い方がよくわからない、語莱が足りなくて話せない、自然な
しょきゅうぶんぽうべんきよう つか かた ごい たは なし ぜん

日本語を話したい、と思っている学習者のみなさんに、ぜひ、使っていただきたいと考えています。
にほんごはな お もがくしゅうしやつかかんが

このテキストは、クラスで使うことも、一人で学習することもできます。CDと振り仮名がつ
つか ひとりがくしゅうふがな

いたスクリプトがありますし、単語リストには、英語訳、中国語訳、韓国語訳、ポルトガル語訳
たんご えいごやくちゅうごくごやくかんこくごやく ごやく7こん－ え ､、－‐

ぜひ、チャレンジしてみてください”がついています￥

ボイクマン総子
ふさこ

宮谷敦美
みやたにあつみ

小室リー郁子
こむろ 〃

、
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廿
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このテキストをお使いになる教師のみなさんへ

◇このテキストの目的◇

このテキストは、初級の文法頃|｜を一通りすませた学習者を対象として、彼らが日常よく接する

場Ⅲiにおける会話の聞き取り能力を尚めること、および、そういった場面で話をする能力がつくこ

とを目的としています。

このテキストは、例えば、「交辿手段」というトピックで「アドバイスを求める、アドバイスを

する、条件を述べる」機能を学ぶというように機能とトピックによるシラバスで構成されています。

したがって、ある特定の文捌のUHき取りやその文型の定着を目的としたものではありません。

「聞いて話す」ことに重点をおいたこのテキストは、I)上下親疎など多様な人間関係と状況の会

話を提示し、人間関係・状況．|ﾉ1容に注'二|させる設問を通して、場而に応じた表現の選択が意識で

きるようになること、2）機能別重要表現の提示とその使い方の練習によって場面に応じた表現が

習得できること、3）トピックにm連するボキャブラリーが増えること、の3点を目指しています。

「日本語生中継初中級編l』と「日本語生中継初中級編2』は、難易度に大差はありません。ま

た、それぞれの課も難易度順に並べられているわけではありませんので、学習者の興味やニーズに

応じて、どの課からでも学習を始めることができます。

このテキストのタイトル「II本語生'I'継」のように、生き生きとした会話を聞くことで、語棄や

表現のバリエーションの習得がlll能になることを願っています。

◇このテキストの特徴◇

トピックに関連する語棄の確認とボキャブラリー・ビルディング

→｢ウォーミングアップ」と「もういっぱい1?」

多様な人間関係と状況を設定したスキットを聞き取ることによって、人間関係や話の場、話す

内容によって、用いられる表現が異なることを理解する→｢間き取り練習」

重要表現、および、口語的な表現の正確な聞き取り→｢デイクテーション」

単文を聞き取り、表現意|叉lが11-し<fl!解できているかを確かめる練習→｢ポイントリスニング」

機能別の重要表現の提示と練稗|川題、ロールプレイを取り入れることにより、会話の中で「聞

き、話す」会話能力の養成を||指す→｢重要表現」と「□－ルブレイ」

1；

ワミ
臼亙

３
４
５

◇このテキストの対象となる学習者◇

この教材は次のような初中級レベルの日本語学習者を対象にしています。

1)初級の文法項目を一通り学習し、ごく恭本的な日常の出来事については日本語で川を足すこと

ができるが、自ら進んで説|ﾘlしたり、自分の気持ちを表現したりすることが難しい学習者

2）基本的な文法項目は習得しているが、言いたいことを表すのに語莱が豊富ではない学習者

3）初級の文法項目の縮約形や、くだけた表現に慣れていない学習者
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◆このテキストをお使いになる教師のみなさんへ‘参

◇各課の構成◇

①ウォーミングアップ．

まず、課で取り上げられている場面で|'|分がどのように行動するかを考えます。次に、その課の

トピックに関連する基本的な語棄や表現の|川題を解き、練習を進めていく上で最低限必要な言葉の

確認をします。

②聞き取り練習

聞き取り練習は、ダイアローグを聞くタスクです。聞き取り練習には、4つのスキットがあり、

それぞれ、登場人物の人間関係、話されている場面(公的なものか、プライベートなものか、等)が

異なっています。

聞き取りタスクは次のような順序になっています。

問題1:場面や話している人たちの人|川関係、話されているトピックを聞き取る

問題2：話の結論(大まかな内容)について聞き取る

問題3：細かい内容について聞き取る

問題4：重要表現の聞き取り、あるいは、縮約形など口語的な表現をll乞確に聞き取る

※聞き取り練習には単語リストがあ0、別冊に、その単語の各国語訳(英語、中国語、韓国語ミ

ポルトガル語)がついています。

③ポイントリスニング

単文レベルの聞き取りタスクです。イントネーションの違いや表現のﾎlllかな違いによって、意味

が異なってしまうものを中心に聞き取る練習を行います。

④機能別の重要表現

ここでは、それぞれの課で取りあげた機能の重要表現と、その使い方の解説と練習が提示され

ています｡重要表現は甘(Tｼｬﾂﾏーｸ)と‘(ﾈｸﾀｲﾏーｸ)のグﾙープに分かれています。
廿は､友人と喫茶店で話すなどｶジｭｱﾙな場面で主に使う表現；は会社で上司と話すなど
フオーマルな場面で主に使う表現であることを示しています。

ただし、友人であれば必ず甘の表現が使われるわけではなく、会議などのフオーマルな場面

では、甘の表現は使いませんし、上I.Jとi荊す場合でも、会社が終わってプライベートな場面では、

それほどフォーマリテイーの高い表現は要求されません。つまり、人uimj係だけでなく、場面やト

ピックによってもどちらの表現を川いるのが適切かは異なるわけです。このテキストでは、大きく

2つの場II'llに分け表現を提示していますが、教室では適宜、補足説明を加えていただけるようにお

願いします。

⑤もういっぱい1？

課のトピックに関連する語棄を増やしたり、重要表現に出てきた表現が理解できているかを確認

したりする問題です。「もういっぱい1?」は、時間や能力に余裕があれば行なってください。
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◆このテキストをお使いになる教師のみなさんへ4言：

⑥ロールブレイ

最後に、まとめとしてロールプレイをして話す練習を行います。カジュアルな場面とフォーマル

な場面の2種類のタスクを提示しています。自分のクラスの学習者が実|際に遭遇するような場面に

なるよう、適宜修正を加えて練習してください。

⑦別冊一スクリプト・単語表・解答一

別冊解答には、ウオーミングアップ、聞き取り練習、ポイントリスニングの解答が載せてありま

す。問題によっては、答えがひとつではないものもありますので、’三|安としてお使いください。本

書ではことばの正しさではなく、通じるか、自然であるかを重視して、問題と解答の作成を行いま

した。

また、振り仮名つきのスクリプトと、単語の各国語訳(英語、巾唾l語、韓国語、ポルトガル語)も

あります。

◇授業での使い方のヒント

①リスニングとスビーキング、両方の能力の養成のために用いる場合

「各課の構成について」に書いてある順序でこのテキストを用いると、「聞いて話す」能力をバラ

ンスよくつけることができます。l課の学習時間の目安は、180分獄度です。

②リスニングに重点をおいた場合

「ウオーミングアップ」「聞き取り練習」「ポイントリスニング」を行うことをメインの作業とし

ます。その後で、わからない表現がないか、「重要表現」を確認し、余裕があれば「もういっぱ

い!?」で語棄・表現を増やすという手順になります。l課の学習時間の目安は、120分程度です。

③スビーキングに重点をおいた場合

「聞き取り練習」「ポイントリスニング」は、事前課題にします。教室では、話の内容を語っても

らったり、同じような状況で会話をしてもらったりする練習ができます。そして、「聞き取り練習」

に||}てきた「重要表現」の確認、および、解説をし、場面に応じた表現の使い分けについて練習し

た後、その課の機能を用いて「ロールプレイ」を行います。「|刑きmり練習」の問題4の「デイク

テーション」は縮約形など'二|語的な表現を取り上げていますから、使えるようになるよう教室で練

料するのもいいでしょう。これと平行して「ウオーミングアップ」と「もういっぱい!?」の語葉・

表現の確認と応用も適宜行なってください。授業をより生き生きとさせるためにも、本書で設定し

ているロールプレイは、各学習者に合った身近な状況に修正してお使いになることをお勧めします。

l課の学習時間の目安は、約120分です。

別lll}の『教室活動のヒント＆タスク』（本体価格1200円）には、各セクションの教え方のポイン

トと追力IIタスク、重要表現の詳しい解説、教室活動や宿題としても使える練習問題があります。こ

ちらも参考にしていただければ幸いです。
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友人にどんなものを貸したり借りたりしますか。
ゆうじんかか

そのとき困ったことがありますか。
こま

【1】適当な言葉を選んでください。
て き と う こ と ば え ら

①その傘、使ってもいいけど、あとで(返して．くれて)ね。
かさつか かえ

②郵便局に行きたいんだけど、I上I転車、（貸しても。借りても)いい？
ゆうびんきよくいじてんしやかか

③雑誌を読んだら、元のところに(あげて・戻して)おいてください。
ざっしよもともと’

④給料前でお金がないから、友人に少し(貸して．借りて）もらった．
き ゅうりようまえかねゆうじんすこ

⑤先生、この本、（貸して．借りて)いただきたいんですが。
せんせぃ ほん

【2】次のa～eを言っているのは、貸す人、借りる人、どちらですか。
つぎ い かひとか

aいつまでに返したらいい？
かえ

b、私から借りたっていうのは、内緒ですよニ
わたし ないしょ

c貸してもらえると助かるんだけど。
プ吟-け

d.えっ、今日はだめ。III!Ⅱさんが借りたいって言ってたから”
きょうやまだ

eできるだけ早く返してね。
はや

①貸す人

②借りる人
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舞圃貸してもらう

而々｡i尊き車り鰐 ｜剛:馬諾c1-4

【1】スキツトを聞いて、（1）誰と誰が、
き だれ

下から選んでください。
した え ら

①

御
kI

〆

、

〔

(1)誰と誰力

(2)何について話しているか
なん はな

(2)何について

(1)誰と誰が話していますか。(2)何について話しています~か。

ア．先輩 と 後 輩 a . D VD
せんぱいこうはい

イ．友人 同 士 h ハ ン ドバッグ
ゆうじんどうし

ウ 同僚同士c.お金
どうl)よう かね

エ ．きょうだいdノートパソ コ ン

い｡忌雷いて､わからなかった炎は､異の毒を撤してから、
もう一度聞きましょう。（零別冊に単語の訳があります｡）

①めし

②スターウォース

③持つところ
も

④ノートパソコン

スライド

財布
さいふ

′1-.．〃LT

7U7W
せんべ』<

パール
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むI）
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【2】借りたいものが、借りられますか。借りられる場合、いつそれを受'ず
か ばあいう

取ることができますか。
と

借りることができます力 いつ受け取ることができますか

① 借りられる.借りられない

② 借りられる.借りられない

③ 借りられる.借りられない

④ 借りられる.借りられない

【3】もう一度CDを間いて、正しいものを選んでください．
いちど き ただ えら

①

③

i､r鴎諭."鍔穿‘蜜薦織畿

財布をaなくした男の人は
さいふ；･･ ･‘',､.＃おとこひと

･，､,_,芭,屯､,ざ･錦』$-『

b.忘れた“
､､.わす

その友人は、 c･お金がない

d.バイトがある

友人にお金を借りようと思った儒
ゆうじんかねかおも

ので、お金を貸すことができない。
名弘

そのDVDを、兄は≦
あに

"△－
－F

い言

c.見ている。“
み

d友人に貸している≦
読瞳銀群…鼻譲…訂一一一一鶏-…一‐坐皇鞠,謁誹-､舞子

女の人は
おんな

a友人の結婚式
けっこんしき

のために、ハンドバッグを借りたいと

b自分の結婚式
じ ぶん

思っている。

ハンドバッグが買えなかったのは
か

c.お金がなかった“からだ．
；､.｡、1
．，.“；

d買いに行く時間がなかった
いじかん

④男の人は、クラブについてa宣伝するために、パソコンを
せんでん

bレポートを書く
か

使おうと思っている。

要の人は､バｿｺﾝを;湖曜日まで使っている。
げつようび

d.月曜日に使う予定だ。
よてい
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Islheper”nm“chskiI
ableloborrowwhats/hc

wilnlslo？InIhccaseof

bO｢I･owIng，whencans/he
havetheiICm？

他（地）能借到想借的京西

叫？如果能借到，他（地）

11－公吋候可以余到手？

習副ヱ翌名号忍苦型弓

午烈含'－1外？曹習午飢

号君子，牡ｽ1ユ引昔望号
午飲昔L1外？

EpossiveIpegarempres‐
Iadooquedeseia?Ca”

I)ossiveI〔luandopoderd
pcgn－Io？

Ple〔lsclisIenIothcCD

flgainbeI,oreyoqlchoosc
thccorr“1word/phmsc,

iililljlﾘT一過CD,井根裾CD

的内容世行進祥。

叫人｜誼･mCD吾吾号享｡1

器呂呈千号をl叫さ}劉人12．

OumoCDnovamel1にees-

eolha;ialtemativaeorrata.
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【4]CDを問い~こ
き

①

②

③

④

⑤

お金、
か ね

友達が貸してほしい
ともだちか

持ってますよね。

に書いてください雲
か

デイクテーション c1-6

△、
~7弓

いま

持ち合わせがないんだよ逗
もあ

I1lⅢさん≦
やまだ

先輩のパソコン
せんぱい

借りられるかな〔‐
杓、

黒のハンドバッグ、
〈ろ

詞ｱｲﾝﾄﾘｽﾆﾝｸ゙
話をしている人は、

はなし ひと

(b)断っていますか、
ことわ

Q ②

お願いを(a)引き受けましたか、それとも、
ねがひう

③ @
/声、

［且 ⑥

園電貸してもらう

Plc“Cl】sにI11otheCDand

comP1eIcIhesen[ences
bClow．

i肖明CD，井完成下列句子。

CD号号ヱ．oll

坐甘入12．

EscuにoCDecomplcIeas
乱cnにI,α,蝿lhKliXo.

(|ｲﾝﾄﾘｽﾆﾝグﾄ､'一？

H&welh“cpeopleeithcr
(a)“CCPIedor(b)dCCli】1cd
〔hcolhcrI〕crsonsrcqu“t
loborrow§omclhin質from

you？

悦活人Xij刈方的溝求是（a）

答厘了，迩是(b)拒絶了？

。'･ﾄﾌ1さ}ヱ剣苦人}管名早

腎号uOVM号矧含L1万ﾄ，
wa,(b)刃習司矧音叫

外？叫竺番副ｽ1過引司判

人|皇，

Apcssoa（luc“Iucon,,cr-
“､do､､い）“eilouaPro-
p“ta?，,Cu‘‘(b)naoace1Iou
apropos〔a?.，Cl“sifiquc
abaixo．
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巷雲雲塞 塀溢

畦してもらうように霧奄〕

秒悪いけど、お 金 貸 し て く れ な い ？ （ｽキットミ
わる かねか

もしよかったら、次の週末、貸していただけませんか。
つぎしゅうまつ

（スキット3

一

友人に＞
ゆうじん

お願いなんですが：
ねが

先輩のパソコン、貸してもらえませ
せんぱい

（スキット4

同 僚 に
どうりょう

んか。

先輩に）
せんぱい

一

廿

できたら、1000円、貸してくれない？
えんが

悪いけど、この辞書、明日まで貸してもらいたいんだけど。
わる じしよあした

申し訳ないんだけど、ちょっと自転車、使わせてくれない？
もうわけじてんしやつか

だめだったらいいんだけど、このパソコン、明日まで貸して

もらってもいい？

；
よろしかったら、この説明書、明日まで貸してもらえませんか。

‘せつめいしよ

できればここのプロジェクター、使わせていただけませんか。

難しいとは思うんですが、このパソコン、貸していただくわけ
むすかおも

にはいきませんか。

剛姿のような蒲に､あなたならどう言いますか。
1

②

＠

④

12

<友人に〉
ゆうじん

く友人に〉

<同僚に：
どうl｝よう

く上司に｝
じようし

財布にお金が200円しかない
さ い ふかね えん

先日買ったDVDを見せてほしい
せんじつか み

出張に持って行くノートパソコンがない
しゅっ ちようもい

釣りに持って行くクーラーボックスがない
ザつ

|厩~ヨ、'-8

Askingsomeonetolend
yousomethi､q

清対方借姶作奈西

曹司冒副ヱ早巨緒にl

Pecaemprestado
沙

WlMl【wouldVouIell【he

PCoplchじ|〔)winIhefbllow-
。■■と、

1ng5llu狐1on§f

下列場合，称悠公悦？

叫号斗巷各君子｡11号4

Cl己}liIlol尋刈職芯}訓告L1

"}？

Comor“Ix〕I1dcrjflI1ilscIr‐
cun5Iinci“41haixo？
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函函貸してもらう

e亭すのを璽っ
Declininqsomeone，sre-

questtobor｢owsomethinq

fromYou

拒絶借姶対方宗西

盟司言己卜差早目暑刀琶計q

Recuseaemp『esta『algo

貸すのを断る
ことわ

/▲－
－7弓

いま

貸してあげたいんだけど、
か

持ち合わせがないんだよ篇：
も あ

（スキットリ 友人に）
ゆうじん

今すぐは無理なんだけど。
むり

先約があってミ
せんやく

(スキット2 妹に》
dらうと

綴
』

一
二

一
二

一
」

一
一

一
」

先約があって、今は、無理なんだけど。
せんやく いまむり

悪いんだけど、私も今、使ってて。
わる わたし つか

ごめんね、私も使う予定があって。
よてい

廿

すみません。今、それ、他の人に黄しているんですよ。
ほかひとか

あいにく、今、使ってまして。

あ、今から使おうと思っていたんです。
お も

；

圃峯のお購いを遡ってください
一ー~一一－､一一一一一一一－~一

｢森一罫Ci-g Ple“亡dccliI1cIhとrequests
IoborTowsomc〔hingf｢om
voubelow、

消休拒雄､l方的下列要求．

呼号叫召号早計号刀習さ｝

甘人1皇

Rccu“o§§cguⅡ1【“〆didos.

｜
計① 週末に、

診冷うまつ

貸してもらえない？
、かJ

三一一一

友人
ゆうじん

② 〆一一－一一一－-,／ー

CD、貸してもらいたい

んだけど。
、

三一一一

、
、

友人

′ 一／一一~芦

鍾創ｷﾊ興で烹睡緯
③ /車、貸してもらえますか。%：

〈るま

‘近くの郵便Ajに行くので。
ちかゆうびんさふく1．．

、
一

同僚
どうりょ弓

④
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肇刷ろぽ而畠⑨④e●●●噂●●●●●●●●●●●●●の●●●●●●●●●●●●e●●●●●●●｡

【1】次の「借りる」「貸す」はそれぞれどんな意味ですか。a～eから
つぎか か いみ

選んでください。
えら

①（）週末レンタカーを借りようと思ってるんだ。
しゅうまつ おも

②（）昨日アパートの隣の人に塩を貸してあげた。
きのう となりひとしお

③（）ちょっと耳、貸して。
み み

④（）兄は、駅の近くにマンションを借りている。
あにえきちか

⑤（）引っ越しは親の手を借りないでやろうと思う。
ひこ おやて

a､住むb.聞くc､手伝ってもらう。､乗るe,あげる
す き てつだ の

[2]

①友人：
ゆうじん

あなた

②上武
じようし

あなた

にa～eを入れて会話を完成させてください。
いかいわかんせい

お願いなんだけど、昨日一緒に買い物に行った時に買ったCD、
ねが きのういっしょかものいとき

明日貸してくれない？
あしたか

よかったら、昨日言ってたCD、貸してもらえる？
、、

③ 友人：だめだったらいいんだけど、CDプレーヤー、貸してもらえな

いかな。

あなた：

④｜司僚
どうI)ょ･そ

あなた

⑤近所の人
き ん じよひ.吾

あなた

可能なら、1時間ほどCDプレーヤーをお借りしたいんですが。
か の う じかん か

お借りしているトラック、来月まで貸していただくわけに
らぃげつ

はいきませんか。

a.すみません、今、｜燐の部屋で使ってまして。30分ぐらい待ってもらえますか。
いまとな')ヘやっかぷんま

b、ごめん、林さんが聞きたいって言うから、2，3日貸してあげることになって
はやし き にち

るんだ。

c､そう言われてもね。返していただかないと、うちも困るんですよ。
かえ こま

d.すみません。実は先約があって。来週でよければお貸しできますけど‐
じつせんやく らいしゅう

e､悪い、今は無理。午後から使うんだ。他の人に聞いてくれない？
わる むI）ご ご ほか
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WhichwordiI1Ihebox

(a~e）couldTeplace
41FロDJ

パ("･〃･Iィor．‘Aq.yIｨ'’in

“chstatemenlbelow？

~F列句中的｢借りる｣或｢貸

す｣具体表示什公意思？i背

肌a~c中逃拝．

q･号斗巷名“望副叫”，
"望引手仁}”モヰzlol叫註
gIp1判'-1万}？a~eoI1利牡

叫ち}判人1兄．

OsSeguII1にS"pegarcm-
PI.“lildo,、c"cmprcsta1･”
p〔)Nsucm〔luilissigmincados､
EscolhacntI.c‘‘a，，~‘℃，，.

WlMllwouldyousayIn
lhcl､ollowin2si【uaIions？

Pl“sechoosefl･oma~em

Ihcbox･

ﾙj肌a~c中逃拝一句，完成

下列会活．

oIIa~c言う1曾古ﾄ吋

重1斗号箸付人iｦ1制人12．

PrccnchausaI1dooconteu-

dode"it.､~"e'､ecompIeIea
conversilfao．
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冨軍貸してもらう

鞘 □一ルプレイ フ●●わ●●●●●③●①●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

【1】週末、うちでパーティーをします。必要な物で、うちにない物を友人に借りてください‐
しゅうまつひつようものゆうじんか

Youareholdinaapartythisweekend.Pleaseborrowfromafriendthingsthatyouneedbutyoudonothavefortheparty.

周末休要在家挙力､晩会，但有些需要的京西家Ill没有，術休向朋友借一下。

手曾｡11召｡1入1豆}El号智M̂ f,習且註号社旦呈,召｡11献壱引号社子｡!MI望己ﾙtj入1皇．

Pecaemprestadooqueestafaltandoemsuacasaparafazerumafestanofinaldesemana.

【2｝ 日本語能力試験を受けようと思っています。先生に練習問題の本や参考書を借りてください〆
にほんごのうりよ くしけんうおもせんせいれんしゆうもんだいほんさんこうしょ

YouarethinkingoftakingtheJapaneseLanguageProficiency1℃sI･Ple“eboITowdrillbooksandreferencebooksfrom
vourteacher.

休想参加円浩水平測拭Ⅲ清作|可老ﾘ而借一下引越集或参考13。

曾暑1号当人1割昔号恐4^叫.3側目"il包含是刈召｡IM-吾ヱ刈号習叫矧人|皇.

VocepretenderealizaraprovasobreProficienciadeLinguaJaponesa.Pci;aemprestadolivrosecartilhasdeestudoparao
professor.
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