
SITUATION  
Mr. Smith is visiting Mr. Ishii’s company. 
スミスさんは石井さんの会社を訪問します。	

Mr. Ishii   : Mr. Smith, thank you for coming all  
                  this way. 
 
Mr. Smith: Hello, Mr. Ishii. This room looks 

different since I was here last. 
 
Mr. Ishii   : Ah, you noticed. We had our office 

renovated last month.	
 
Mr. Smith: I see. I really like the color of the 

walls. 
 
Mr. Ishii   : Thank you. 

DIALOGUE   
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

石井： 
スミスさん、わざわざお越しいただいてあり
がとうございます。 
 
 
スミス： 
こんにちは、石井さん。こちらのお部屋は前
回お邪魔した時とは違っているように思う
んですが。 
 
石井： 
あぁ、お気づきになりましたか？ 
先月オフィスを改装してもらったんですよ。 
 
 
スミス： 
そうですか。壁の色がすごくいいですね。 
 
 
 
石井： 
ありがとうございます。 
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all this way      はるばる、わざわざ 
renovate            改装する 

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

We had our office renovated. 
オフィスを改装してもらいました。	

notice     気づく 
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	
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We had our office renovated. 
オフィスを改装してもらいました。	

Causative Expression  

使役表現	

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Make sentences using the expressions you’ve learned and the given words or  
                phrases. 
練習1：  与えられた語句と、習った表現を使った文を作ってみましょう。	

Activity 2: Tell your tutor about something you have had done by someone else. 
練習2：  講師に、誰かにしてもらったことを話してみましょう。 
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HAVE SOMETHING DONE 
We had the company logo printed on the 
product. 

We have to have this package delivered by 
tomorrow. 

You had better have the length of the curtain 
adjusted. 

何かをしてもらう	

会社のロゴを商品に印刷してもらいました。 

 

明日までにその包みを配達してもらわねば
なりません。 
 

カーテンの長さを調節してもらった方がい
いですよ。 

You can replace ‘have’ with ‘get’	
Please get the letter sent by express. 

I need to get my laptop repaired. 

haveの代わりにgetを使うことも可能です	

その手紙は速達で送ってもらってください。 

ノートパソコンを修理してもらわなければい
けません。 

1.  [ My teeth / check ]  estimate:見積もる 

2.  [ guard / the facility ]   facility: 施設 

3.  [ decorate / the hall / for the ceremony ]  

4.  [ wax / the hallway floor ] hallway floor:廊下の床　 
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Using A Causative Expression To Express An Action 
使役表現を使って行動を表す	


