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写真を撮る 

写真を撮りましょうか？ 
 

 

この Unit では、「写真を撮りましょうか？」や「もう一枚撮りましょうか？」など、写真を撮ってあげるときに使

うフレーズを学びます。これらのフレーズを使い、スムーズに写真を撮ってあげることができるようになりましょ

う。 

 

 

 

 

 

Let’s try! (試してみよう！) 

まず試しに、次のシチュエーションをイメージしてロールプレイを行い、全てのゴールをクリアしましょう。 

 

シチュエーション： 

あなたは外国人に、写真を撮りましょうかと声を掛けます。 

会話はあなたから始めます。 

 

 

ゴール： 

 写真を撮りましょうかと言う 

 感謝の言葉を言われたら、準備はいいですかと言い、はい、チーズと言う 

 もう 1回お願いしますと言われたら、はい、チーズと言い、写真を確認してくださいと言う 

 そうしますと言われたら、写真を見せ、もう 1枚撮るか聞く 

 これで大丈夫ですと言われたら、良い一日をと言う 
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Phrases of the day (今日のフレーズ) 

下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。 

 

１．写真を撮りましょうか？：Would you like me to take your picture? 

 A： Would you like me to take your picture? 

  写真を撮りましょうか？ 

 B： Oh, thank you. That’s very kind of you. 

  ありがとうございます。感謝します。 

 

２．準備はいいですか？：Are you ready? 

 A： Are you ready? 

  準備はいいですか？ 

 B： Ready! 

  いいです！ 

 

3．はい、チーズ。：Say cheese. 

 A： Say cheese. 

  はい、チーズ。 

 B： Cheese! 

  チーズ！ 

 

4．写真を確認してください。： Please check the picture. 

 A： Please check the picture. 

  写真を確認してください。 

 B： Yes, let me see. 

  はい、見せてください。 

 

5．もう一枚撮りましょうか？： Shall I take another picture? 

 A： I don’t think everyone was ready. 

  全員の準備ができていないようでしたね。 

 B： Shall I take another picture? 

  もう一枚撮りましょうか？ 

 

6．良い一日を！：Have a nice day! 

 A： Thank you for your help. 

  お手伝いありがとうございました。 

 B： You’re welcome. Have a nice day! 

  どういたしまして。良い一日を！ 
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□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■※次のアクティビティへ進む前に黙読してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fill in the blanks (穴埋め問題) 

空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しましょう。 

 

１. A： We’re ready. 

  準備ができました。 

 B： Say (cheese). 

  はい、チーズ。 

 

２. A： Would you like (me to take) your picture? 

  写真を撮りましょうか？ 

 B： Oh! Thank you. 

  おお！ありがとうございます。 

 

３. A： Thank you very much. 

  どうもありがとうございました。 

 B： Don’t mention it. Have a (nice day)! 

  気にしないでください。良い一日を！ 

 

4. A： I’m not sure people were ready. 

  みんな準備ができていたかわからないのですが。 

 B： (Please check) the picture, then. 

  それでは写真を確認してください。 

 

5. A： Are you (ready)? 

  準備はいいですか？ 

 B： Yes, take the picture anytime. 

  はい、いつでも撮ってください。 

  

1 は、Would you like me to ～?「～しましょうか？」という申し出を表す表現です。would like 人 to ～

「人に～してほしい」の形で、直訳「私に～してほしいですか？」→「（してほしければ）私が～しましょう

か？」となりました。 

また、4 はWould you like to ～?「～しませんか？」という提案表現です。would like to ～「～したい」の

形で、直訳「あなたは～したいですか？」→「（したいなら）～しませんか？」となりました。 

さらに、5 はWould you like 名詞?「名詞はいかがですか？」という表現です。これはwould like 名詞「名

詞がほしい」の形で、直訳「あなたは名詞が欲しいですか？」→「（欲しいなら）名詞はいかがですか？」と

なりました。すべて直訳から考えればOKですね。 
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6. A： This picture is blurry. Shall I (take another picture)? 

  これはぼやけてますね。もう一枚撮りましょうか？ 

 B： Yeah, one more time, please. 

  ええ、もう一度お願いします。 

 

 

Role playing (ロールプレイング) 

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。 

 

A： (Would you like me to take your picture)? 

 写真を撮りましょうか？ 

B： That would be great. Thank you. 

 とても助かります。ありがとうございます。 

A： (Are you ready)? 

 準備はいいですか？ 

B： I’m ready. Hit the button anytime. 

 いいです。いつでもボタンを押して下さい。 

A： (Say cheese). 

 はい、チーズ。 

 

<after taking the picture: 撮影後> 

B： I think I blinked. 

 目を閉じてしまいました。 

A： (Shall I take another picture)? 

 もう一枚撮りましょうか？ 

B： Yes, please. 

 はい、お願いします。 

A： (Say cheese). 

 はい、チーズ。 

 

<after taking the picture: 撮影後> 

A： I think this one is good. (Please check the picture). 

 これは良く撮れていると思います。写真を確認してください。 

B： I think this is good. Thank you! 

 これはいいですね。ありがとうございます！ 

A： You’re welcome. (Have a nice day)! 

 どういたしまして。良い一日を！ 
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Say it in English (英作文) 

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。 

 

１． 写真を撮りましょうか？ 

 →Would you like me to take your picture? 

 

２． 準備はいいですか？ 

 →Are you ready? 

 

３． はい、チーズ。 

 →Say cheese. 

 

４． 写真を確認してください。 

 →Please check the picture. 

 

５． もう一枚撮りましょうか？ 

 →Shall I take another picture? 

 

６． 良い一日を！ 

 →Have a nice day! 

 

 

Let’s try again! (もう一度試してみよう！) 

次のシチュエーションをイメージしてロールプレイを行い、全てのゴールをクリアしましょう。 

 

シチュエーション： 

あなたは外国人に、写真を撮りましょうかと声を掛けます。 

会話はあなたから始めます。 

 

 

ゴール： 

 写真を撮りましょうかと言う 

 感謝の言葉を言われたら、準備はいいですかと言い、はい、チーズと言う 

 もう 1回お願いしますと言われたら、はい、チーズと言い、写真を確認してくださいと言う 

 そうしますと言われたら、写真を見せ、もう 1枚撮るか聞く 

 これで大丈夫ですと言われたら、良い一日をと言う 


