
Lesson 11　おれいを 言う
ねらい　贈り物をもらったり、ほめられたり、手伝ってもらったりしてお礼を言うことができる。

Lesson 11 1　ありがとうございます
できること　 　お祝いに何をあげるか相談できる。

　　　　　　 　お祝いをもらって、お礼を言うことができる。

⿎⿎場面会話⿎⿎
【場面設定】サラさんと先輩の小川さんが話している。２人は、同僚の井上さんの結婚のお祝い
に何をあげるか相談をしている。

【用意するもの】リボンをかけてプレゼントに見立てた空き箱
【指導のポイント】
・�お祝いのプレゼントを何にするかの相談を練習する。また、結婚のお祝いを渡すとき、もらっ

たときのあいさつも練習する。

・�プレゼントを何にするか相談をするとき、一方的に自分の考えを言うのではなく、相手の意見

を汲みながら話を進めるところもポイント。

⿎⿎練習１　～は⿎～に⿎～をあげます・～は⿎～に⿎～をもらいます⿎⿎
１　場面会話の確認
・ イラスト  場面会話２、３コマ目
・ ことばカード［何を あげましょうか。］

［何を もらいましたか。］
［わたしは とけいとか、しゃしんたてとかを
もらいましたよ。］

２　「あげます」「もらいます」の導入
・ イラスト  場面会話５コマ目
・ ことばカード

［あげます］［もらいます］
［プレゼントを あげます］
［プレゼントを もらいます］
［～を あげます］［～を もらいます］
・プレゼントの箱

・井上さんが結婚する。サラさんと小川さん
は何をプレゼントするか考えている。

・小川さんが結婚したときのプレゼントは何
だったか話している。

意味

❶学習者ＡＢを前に出す。Ａは「おめでとうござい
ます。どうぞ。」と言いながらプレゼントの箱を
Ｂに渡す。Ｂは「ありがとうございます。」と言
って、プレゼントの箱を受け取る。

❷Ａがプレゼントの箱を渡す動作で静止し、［あげ
ます］をＡの近くに貼る。

❸Ｂがプレゼントの箱を受け取る動作で静止し、
［もらいます］をＢの近くに貼る。
❹Ａは「プレゼントをあげます。」、Ｂは「プレゼン
トをもらいます。」と言う。ＡＢそれぞれの近く
に［プレゼントをあげます］［プレゼントをもら
います］を貼る。

❺イラストのサラさんと小川さんを指し示して「プ
レゼントをあげます」、井上さんを指し示して
「プレゼントをもらいます」と言う。
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３　モデル会話
・ イラスト  練習１①モデル会話
・ ことばカード

［サラさんに あげます。］
［リさんに もらいました。］
・プレゼントの箱

４　代入練習
・ イラスト  練習１①１）～３）
・ ことばカード

［あげます］［もらいました］

５　文型の確認
・ ことばカード

［～に あげます］
［…に もらいます］

６　応用練習
・ イラスト  練習１②～④
・プレゼントに見えるようにした袋×２、ネ
クタイ、ケーキ、ワイン

７　場面会話の確認
・ イラスト  場面会話２、３コマ目

⿎⿎練習２　～ましょうか・～はどうですか⿎⿎
１　場面会話の確認
・ イラスト  場面会話２コマ目
・ ことばカード［何を あげましょうか。］

・「あげます」は「どうぞ」と言う人がする。
「もらいます」は「ありがとう」と言う人
がする。

・「ありがとう」はプレゼントの受け手が言
う。「どうぞ」はプレゼントの与え手が言
う。

・リさん：サラさん�＋�に�＋�あげます
・サラさん：リさん�＋�に�＋�もらいました

意味

形

＊自分たちの名前を使って、モデル会話同様に動作
をさせる。

１）３）Ｃは「どうぞ」と言う。Ｂは「あり
がとう」と言う。→�Ｂは「Ｃさんにもら
いました」

２）Ｃは「ありがとう」と言う。Ｂは「どう
ぞ」と言う。→�Ｂは「Ｃにあげます」

１）３）Ｃ�＋�に�＋�もらいました
２）Ｃ�＋�に�＋�あげます

意味

形

プレゼントの与え手は「あげます」、受け手
は「もらいました」を使う。
・～�＋�に�＋�あげます
・…�＋�に�＋�もらいます
・「～」：プレゼントを受ける人、「ありがと
う」と言う人

・「…」：プレゼントをする人、「どうぞ」と
言う人

意味

形

＊③は３人組で前日恋人にもらう場面から、④は４
人組でＣとＤにもらう場面から練習する。

小川さんとサラさんは井上さんにプレゼント
をあげる。小川さんはプレゼントは何がいい
か、サラさんに聞いている。

意味
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２　モデル会話
・ イラスト  練習２①モデル会話
・ ことばカード［何を かいましょうか。］

［さいふは どうですか。］

３　代入練習
・ イラスト  練習２①１）２）

４　文型の確認
・ ことばカード

［～ましょうか］ 
［～は どうですか］

５　応用練習
・ イラスト  練習２②
・ ことばカード

［何か けっこんの おいわいを あげましょう
か。］

［～は どうですか。］
［わたしは …が いいと 思います。］

６　場面会話の確認
・ イラスト  場面会話２コマ目

⿎⿎練習３　～たとき、～ました⿎⿎
１　場面会話の確認
・ イラスト  場面会話３コマ目
・ ことばカード

［けっこんした とき、何を もらいましたか。］

ＡはＢに何がいいか、Ｂの考えを聞いた。Ｂ
は財布を提案した。
・かいます�＋�ましょうか
・さいふ�＋�は�＋�どうですか

意味

形

ＡとＢはいっしょにプレゼントを買う。
１）Ａはどこで買うか、Ｂの考えを聞いた。
Ｂはデパートを提案した。

２）Ａはいつデパートへ行くか、Ｂの考えを
聞いた。Ｂは土曜日を提案した。

１）「どこで�かいますか�＋�ましょうか」－
「デパート�＋�は�＋�どうですか」
２）「いつ�デパートへ�行きますか�＋�ましょ
うか」－「どようび�＋�は�＋�どうですか」

意味

形

・「～ましょうか」：いっしょにすることにつ
いて、考えを聞く。

・「～は�どうですか」：提案する。
・～ますか�→�～ましょうか
　「～ます」：動詞ます形
・…�＋�は�＋�どうですか
　「…」：名詞

意味

形

ＡがＢとＣに、いっしょにプレゼントをあげ
ようと提案している。ＢとＣはプレゼントの
案を言う。
・Ａ：「何か�＋�けっこんの�おいわいを�あげ
ましょうか」

・Ｂ：「～�＋�は�＋�どうですか」
・Ｃ：「…�＋�が�＋�いいと�思います」

意味

形

サラさんは小川さんに、小川さんが結婚した
とき、どんなプレゼントがあったかを聞く。

意味
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２　モデル会話
・ イラスト  練習３①モデル会話
・ ことばカード

［大学に 入った とき、パソコンを もらいまし
た。］

３　代入練習
・ イラスト  練習３①１）２）
・ ことばカード

［しゅうしょくが きまりました。］
［かぞくと しょくじに 行きました。］
［あねの こどもが うまれました。］
［おもちゃを あげました。］

４　文型の確認
・ ことばカード

［～た とき、…ました］

５　応用練習
・ イラスト  練習３②③
・ガラスのコップ、富士山の写真

６　場面会話の確認
・ イラスト  場面会話３コマ目

⿎⿎練習４　～とか、～（とか）～⿎⿎
１　場面会話の確認
・ イラスト  場面会話３コマ目
・ ことばカード

［わたしは とけいとか、しゃしんたてとかを 
もらいましたよ。］

大学に入学のお祝いにパソコンをもらった。
・大学に�入った�＋�とき、＋�パソコンを�も
らいました

・「入った」は「入りました」の普通形。

意味
形

＊「みなさんはどうですか。」と学習者に問いかけ、
どんなときに何をもらったかを言わせる。

１）就職が決まったお祝いに、家族と食事を
した。

２）姉の子どもが生まれたお祝いに、おもち
ゃをプレゼントした。

１）「きまりました」の普通形は「きまった」。
　�きまった�＋�とき、＋�かぞくと�しょくじ
に�行きました

２）「うまれました」の普通形は「うまれた」。
　�うまれた�＋�とき、＋�おもちゃを�あげま
した

意味

形

～した。そのとき、…した。
・～た�＋�とき、＋�…ました
・「～た」：「～ました」の普通形

意味
形

②沖縄に行った当時、沖縄でしたことを話す。
③去年友だちが日本に来た当時したことを話
す。

意味

プレゼントの例を思い付いた順に挙げている。
例えば、時計、写真立てなどをもらった。他
にももらった物がある。

意味
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２　モデル会話
・ イラスト  練習４モデル会話
・ ことばカード

［わたしは はなとか、ワインとかをもらいま
した。］

３　文型の確認
・ ことばカード

［～とか、…（とか）］

４　応用練習
・ イラスト  練習４①②

５　場面会話の確認
・ イラスト  場面会話３コマ目

⿎⿎場面会話を確認して自分のことを話す⿎⿎
・ イラスト  場面会話１～５コマ目

⿎⿎はなしましょう⿎⿎
◆できますか？
【用意するもの】贈り物用のチケットに見立てた封筒

◆じゆうにはなしましょう
【用意するもの】プレゼントに見立てた箱
ＡとＢが話している。２人はＣが来月誕生日なので何かプレゼントをあげようと相談をする。そ

して、Ｃの誕生日に２人はプレゼントをあげる。

【指導のポイント】３人組にして、まず２人が相談をする。２人がプレゼントを決めたら、それ
をＣ役の人に渡す。

Ｂは誕生日にもらった物の中から例として、
思い付いた順に「はな」と「ワイン」を言っ
た。
・はな�＋�とか�＋�ワイン�＋（とか）
・後ろの「とか」を省略してもよい。

意味

形

いくつかの中から例を出す。
・～�＋�とか�＋�…�＋（とか）
・「～」「…」は例として思い付いた物。他に
もある。

意味
形

吹き出しの中から好きなスポーツ、食べたい物を確
認してから、自分の好きなスポーツ、食べ物を言う
練習をする。

どんなときに何をもらった経験があるか、結婚や出
産、誕生日などのお祝いにどんな物を贈る習慣があ
るかを話す。

Can-do チェック
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