会話文型・表現＜１＞

誘う〜ためらう 〜説得

談話で学ぶ会話文型・表現＜１＞

誘う〜ためらう〜説得
「それはそうだけど ･･･」

◇基礎編で学習した表現・文型
「頼む」F 会話文型・表現３
「誘う」F 会話文型・表現４

◇新しく学習する表現・文型
「ためらう」「事情を説明する」「説得する」「応じる」

◇談話練習の流れ
誘う

ためらう

⇒

⇒

事情を説明する

⇒

説得する

頼む／勧める

■会話（１）
「ためらう」 ⇒「事情を説明す る」
Ａ

食事に誘う

ＣＤ１
13

わたなべ

渡辺 ：今晩一緒に食事でもどう？
ヘレン：食事？ うーん。どうしようかな。
渡辺

：何か予定でもあるの？

ヘレン：実はこのレポート、明日までに仕上げなく
ちゃいけないの。

じ じょう

ためらう 事 情
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せっとく

すす

説得(する) 勧める

し

あ

仕上げる

⇒

応じる

⇒

断る

会話文型・表現＜１＞

Ｂ

誘う〜ためらう〜説得

ＣＤ１

サークルに誘う

14

さ とう

佐藤：映画研究会 に入ろうと思うんですけど、一緒に入りませんか。
ケン：映画研究会 ですか。まあ、映画は嫌いじゃないですけどね。
どうしましょう 。
佐藤：きっと日本語の勉強にもなりますよ。
ケン：それはそうですけどね。実は、アンさんからアニメ同好会に入ら
ないかって 誘われているんです。
Ｃ

会合の曜日

た なか

田中

ＣＤ１
15

：今度のゼミの発表の相談を、金曜日の夕方にしたいんだけど、
大丈夫？

リン

：金曜日？

困ったわね。

田中
リン

：都合悪い？
：あいにく金曜日は友だちと一緒に食事することになっ
てるのよね。今、国の友だちが遊びに来ていて、うち
に泊まってるのよ。

田中

：そうか。食事はほかの日にずらせない ？

リン

：うーん。どうしようかな。

■会話（２）
「説得 する」 ⇒「応じる」
Ａ

芝居に誘う

た むら

田村

ＣＤ１
16

：どうしようかな 。月末であまりお金もないし。

メアリー：でも、このお芝居、今週で終わりなんですよ 。
田村

：そうなんだ。それじゃ、来月になってからじゃだめだね。

メアリー：これを見逃したら、あとできっと後悔しますよ。
田村
：そうだね。それじゃ、行くことにするよ 。

どうこうかい

同好会

しば い

あいにく ずらす

芝居

み のが

見逃す
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会話文型・表現＜１＞

Ｂ

誘う〜ためらう 〜説得

ＣＤ１

講演を聞くように勧める

17

留学生：あのう、実はその日は留学生会の集まりがあるんです。
教師

：でも、この講演会はめったにないチャンスだから、聞きに行っ
たほうがいいですよ。きっと役に立ちますから。

留学生：できれば留学生会に出席したいんですけど 。
教師 ：でも、一回くらい休んでもいいでしょう。
留学生：それもそうですね。それじゃ、聞きに行くことにします 。

■会話（３）
「説得 する」 ⇒「断る」
好きな人が行く

ＣＤ１
18

さかもと

坂本：どうしようかな 。あまり気が進まないな 。
き むら

木村：キムさんも行くし、それにメアリーさんも行くんですよ。
坂本：へえ、メアリーさんも行くんだ。
木村：坂本さん、メアリーさんが行くなら行くって、前、言っ
てたでしょう。
坂本：確かにそう言ったけど･･･。
木村：楽しくなりますよ。
坂本：やっぱりレポートを書かなくちゃいけないから、今回は
行かないことにするよ。また機会があったら誘って。

■談話例
ＣＤ１

講演会に誘う

19〜

※大学のキャンパスの掲示板の前で（田中：男、リン：女）
田中：あ、リンさん。こんにちは。これから授業？
リン：あ、田中さん。こんにちは。
これから図書館で勉強しようかと思って。
田中：ねえねえ、この講演会の案内はもう見た？
き

すす

けい じ ばん

めったに 「気が進まない」 掲示板
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会話文型・表現＜１＞

誘う〜ためらう〜説得

リン：どれ？
田中：ほら、このロボット 工学研究所の人の講演。面白そ
うだよ。一緒に聞きに行かない？

講演会

リン：ロボット？

テーマ

せっかくだけど 、私 、機械に弱いから 。

田中：でも、ほら、リンさんは社会福祉を専攻してるでし

「ペットロボットと癒し」

いや

ょう。この講演のテーマは「ペットロボットと癒し 」
だから、関係あるんじゃないの？
リン：ペットロボットね。そういえば、老人ホームなんか

講演者：木村大作
（ロボット工学研究所所長）
◆９月１２日５時〜７時

でお年寄りのパートナーとして利用され始めている
って聞いたことあるわ。そういう話も聞けるのかしら。
田中：詳しくは書いてないけど、「癒し」ってことは、それとも関係があ
るんじゃないかな。
リン：それなら聞いてみようかしら。
田中：12日の４限の後だけど、時間、大丈夫？
リン：12日ってことは、金曜日よね。困ったわ。実はね、金曜日の夕方
はゼミの先生と約束しているの。
田中：論文の指導？
リン：そう。どうしようかな。忙しいところをわざわざ時間を作ってく
れたのよね 。
田中：でも、講演は一回だけなんだから、聞きに行ったほうがいいんじ
ゃない？ 専門と関係があるんだから、先生も分かってくれると
思うけど。
リン：それもそうね。それじゃ、行くことにするわ。先生にはこれから
すぐ連絡して謝っとくわ。
田中：そうだね。それじゃ 、金曜日は確か同じ授業をとってるから 、授
業が終わってから一緒に行けばいいよね 。
リン：そうね。それじゃ、金曜日に。

ふく し

ろうじん

し どう

福祉 いやし／癒(や)し（←いやす） 老人ホーム 指導(する)
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会話文型・表現＜１＞

誘う〜ためらう 〜説得

■表現・文型
（１）誘う F

基礎編４

1. 〜ない？ 〜ませんか。
2. 一緒に どう？／どうですか／いかがですか。
3. よかったら／よろしかったら･･･
4. 時間があったら、暇だったら、お暇でしたら･･･

（２）ためらう
1.（うーん、）どうしようかな／どうしましょう（＋事情説明）。
2.（うーん、）困ったな／困りましたね（＋事情説明）。
3.（うーん、）それはそうだけど、（事情説明）から。
4.（うーん、）確かに・・・・けど。

（３）事情を説明する
1. 実は（ね／ですね）、・・・・・んです（よ）。
2. あいにく・・・・・んです（よ）。（※都 合が悪いことを伝 える）
・「あいにくその日は朝から出かけなくちゃいけないんです」
・「あいにく私も今日はたくさん持っていないから貸してあげられないんです」
・Ａ「クラシックコンサートのチケットをもらったんだけど、一緒に行かない？
明日だけど」
Ｂ「あいにく明日はだめなんだよね。それにクラシックは好みじゃないし」

（４）説得する
・〜(よ)うよ／〜ましょうよ。 F 基礎編４（強く勧める）
1. でも、（勧める理由）んですよ。
2. でも、（勧める理由）でしょ(う)／じゃない。
・「でも、一度行ってみたいって言って(い)たでしょう／(い)たじゃない」
・「でも、別に嫌いってわけじゃない(ん)でしょう」
（勧める理由）から、〜ほうがいいと思うけど／ほうがいいんじゃない？
3. でも、
・「平日のほうがすいているから、水曜日にしたほうがいいと思うけど」
この

きら

へいじつ

好み(←好む⇔嫌う） 平日
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会話文型・表現＜１＞

誘う〜ためらう〜説得

（５）決定する
①

応じる
1. そうですか。
2. そうですね。

＋

それなら／それじゃ

〜ことにします。

3. それもそうですね。
② 断る
1. せっかくですけど、・・・
2. 悪いけど／せっかくだけど、・・・
3. やっぱり（事情説明）から、・・・
（今回は） 〜ません／〜ないことにします。
＋

〜ない／〜ないことにするよ（／わ）。
やめておきます／ やめておくよ（／わ）。

■ワンポイント会話表現

w「
（〜）ということは･･･」（
「 〜っ）てことは･･･」
※ 相手が話 した内容 、言 葉を受けて、それが意味 していることを確認 する。
「てことは 」はくだけた会 話 表 現。

1. Ａ「社会学の試験は12日だそうですよ」
Ｂ「ということは、来週の水曜日ですね」
2. Ａ「フランス語の試験は辞書の持ち込み可なんだって」
Ｂ「持ち込み可ってことは、単語は全部覚えなくてもいいんだ。良かった」

も

こ

持ち込み(←持ち込む)
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