Marugoto: Japanese Language and Culture
Elementary 1 A2

『まるごと 日本のことばと文化』初級１ A2

かのまとめ（Can-do会話）

Lesson Review（Can-do Conversation）

◆トピック1 わたしと かぞく
だい1か 東京に すんでいます

◆Topic1 My family and myself
Lesson1 We live in Tokyo

◆ かぞくや じぶんが どこに すんでいるか、なにを してい ◆ Talk briefly about where you/your family live and what
るか かんたんに 話します (Can-do1) #185
you/they do (Can-do1)
わたしは すずき まりです。東京に すんで(い)ます。
I'm Mari Suzuki. I live in Tokyo.
わたしの かぞくは 3にんです。おっと と むすめで
There are three people in my family. Me, my husband
す。
and my daughter.
わたしは ホテルで はたらいて(い)ます。
I work at a hotel.
◆ かぞくや ともだちと なにごで 話すか 言います (Can- ◆ Say what language you speak with your family and friends
do2) #186
(Can-do2)
すずき まりです。日本人です。わたしは 日本語と か
I'm Mari Suzuki. I'm Japanese. I can speak Japanese,
んこくごと えいごが できます。
Korean and English.
おっとは かんこくじんです。かんこくごと えいごが で
My husband is Korean. He can speak Korean and
きます。日本語も すこし できます。
English. He can speak a little Japanese too.
わたしたちは 日本語と かんこくごで 話します。
We speak in Japanese and Korean.

だい2か しゅみは クラシックを 聞くことです

Lesson2 My hobby is listening to classical music

◆ しゅみについて 話します(Can-do3) #187
1 A しゅみは なんですか。
B クラシックを 聞くことです。
A そうですか。
B とくに、バッハが すきです。

◆ Talk about your hobbies(Can-do3)
1 A What's your hobby?
B Listening to classical music.
A Really?
B I especially like Bach.

2 A
B
A
B

2 A
B
A
B

ひまな とき、なにを しますか。
クラシックを 聞きます。
そうですか。
とくに、バッハが すきです。

◆トピック2 きせつと てんき
だい3か 日本は いま、はるです

What do you do in your free time?
I listen to classical music.
Really?
I especially like Bach.

◆Topic2 Seasons and weather
Lesson3 It's spring now in Japan

◆ きせつの へんかについて かんたんに 話します(Can◆ Talk about the change of seasons(Can-do6)
do6) #188
A 日本/東京は いま、どんな きせつですか。
A What season is it in Japan / Tokyo now?
B いま、ふゆです。さむいですよ。
B It's winter now. It's very cold.
A そうですか。じゃあ、いつごろ あたたかく なりますか。
A Really? So when does it get warm?
B そうですね。だいたい 3月ごろです。
B Let me see. Around March.
◆ すきな きせつと その りゆうを かんたんに 話します
◆ Say what season you like and why(Can-do7)
(Can-do7) #189
A すきな きせつは いつですか。
A What's your favourite season?
B あきです。/あきが いちばん すきです。
B Autumn. / I like autumn best.
A どうしてですか。
A Why?
B すずしいのが すきです。/食べものが おいしいですか
B I like it because it's cool. / Because the food is

だい4か いい てんきですね

Lesson4 It's a nice day, isn't it?

◆ てんきについて 話して あいさつを します(Can-do8)
#190
1 A いい てんきですね。
B そうですね。いい てんきですね。

◆ Greet people by talking about the weather(Can-do8)
A It's a nice day, isn't it?
B Yes, it is. It's a really nice day.

2 A きのうは よく ふりましたね。
B ええ、すごい あめでしたね。

A It rained a lot yesterday, didn't it?
B Yes, it rained really heavily.

3 A さむいですね。
B ええ、さむいですね。

A It's cold (today), isn't it?
B Yes, it's really cold.

4 A きのうは あつかったですね。
B そうですね。あつかったですね。

A It was hot yesterday, wasn't it?
B Yes, it was really hot.

◆ でんわの かいわの はじめに てんきについて 話します ◆ Start a conversation over the phone by talking about the
(Can-do9)#191
weather(Can-do9)
A もしもし、ジョイさんですか。たなかです。
A Hello, is that Joy? It's Tanaka.
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B ああ、たなかさん、おげんきですか。
A はい、げんきです。
こっちは いま、あめが ふってます。
B たいへんですね。
A そっちは どうですか。
B こっちは よく はれてます/いい てんきですよ。
A そうですか。

◆トピック3 わたしの まち
だい5か この こうえんは ひろくて、きれいです

B Oh, Tanaka-san, how are you?
A I'm fine.
It's raining here at the moment.
B Oh no.
A How about over there?
B It's really sunny here. / It's a beautiful day.
A Really?

◆Topic3 My town
Lesson5 This park is big and beautiful

◆ ちずを 見ながら、じぶんの まちの おすすめの ばしょ/ ◆ Tell a friend about a place/area of your recommendation,
ちいきについて ともだちに 言います（Can-do10)#192
using a map of your town(Can-do10)
A ここは JFタウンです。
A This is JF town.
B JFタウン？
B JF town?
A はい。この あたり(に)は いろいろな みせが ありま
A Yes. There are a lot of different shops around here.
す。
B そうですか。
B Really?
A にぎやかで、たのしいですよ。
A It's really lively and fun.
B いいですね。
B Sounds great.
◆ ちずを 見ながら、ともだちが きょうみを もっている とこ ◆ Tell a friend what a place that he/she is interested in is
ろが どんな ところか、きを つける ことは なにか、言い
like and what to be careful about, using a map（Can-do11)
ます（Can-do11)#193
B JFタウンは どの あたりですか。
B Where about is JF town?
A この あたりです。みせや レストランが おおいです。
A It's around here. There are a lot of shops and
restaurants.
B そうですか。
B Really?
A JFタウンは おしゃれだけど、ちょっと たかいですよ。
A JF town is fashionable but a little expensive.
B わかりました。
B I see.

だい6か まっすぐ 行って ください

Lesson6 Please go straight

◆ ちかくの ばしょへの 行きかたを 言います（Cando12)#194
A すみません、はくぶつかんは どこですか。
B 2つめの かどを みぎに まがって ください。
A 2つめの かどを みぎですね。ありがとうございます。

◆ Tell someone how to get to a place nearby（Can-do12)

◆ あいてが 聞きまちがえた ことを なおします（Cando13)#195
A すみません、はくぶつかんは どこですか。
B 2つめの かどを みぎに まがって ください。
A 1つめの かどを みぎですね。
B いいえ、1つめじゃなくて、2つめですよ。
A あ、2つめですね。どうも ありがとうございます。

◆ Correct some information misunderstood by someone
（Can-do13)
A Excuse me, where's the museum?
B Turn right at the second corner.
A Right at the first corner.
B No, not the first corner, the second corner.
A Oh, the second corner. Thank you very much.

A Excuse me, where's the museum?
B Turn right at the second corner.
A Right at the second corner. Thank you very much.

◆ とおくに 見える たてものの とくちょうを 言います（Can- ◆ Describe the features of buildings seen in the distance
（Can-do14)
do14)#196
A すみません、たいしかんに 行きたいんですが…。
A Excuse me, I'd like to go to the embassy.
B たいしかん？ あそこに しろくて 大きい たてものが
B The embassy? Can you see the white, big building over
見えますね。
there?
A はい。
A Yes.
B たいしかんは あれです。まっすぐ行って、すぐですよ。
B That's the embassy. Go straight ahead and it's just
there.
A どうも ありがとうございます。
A Thank you very much.

◆トピック4 でかける
だい7か 10時でも いいですか

◆Topic4 Going out
Lesson7 Is ten o'clock OK?

◆ ともだちと まちあわせの じかんと ばしょについて 話し ◆ Talk with a friend about the time and place you will meet
ます（Can-do15)#197
（Can-do15)
1 A 日よう日、まちあわせは どうしますか。
1 A Where and when shall we meet on Sunday?
B そうですね。10時に、JFホテルの ロビーは どうです
B Right. How about in the lobby of JF Hotel at 10
か。
o'clock?
A 10時に、JFホテルのロビーですね。わかりました。
B じゃあ、また日よう日に。

A The lobby of JF Hotel at 10 o'clock. Got it.
B OK, see you on Sunday.
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A じゃあ、また。

A See you.

2 A 日よう日、まちあわせは どうしますか。
B そうですね。10時、JFホテルの ロビーは どうですか。

2 A Where and when shall we meet on Sunday?
B Right. How about in the lobby of JF Hotel at 10
o'clock?
A Erm, 10 o'clock might be a bit difficult. Would 11 o'clock
be OK?
B Yes, sure. OK, JF Hotel at 11 o'clock.
A OK, see you.

A あのう、10時はちょっと…。11時でも いいですか。
B ええ、いいですよ。じゃあ、11時に、JFホテルで。
A じゃあ、また。

◆ おくれた りゆうを 言って あやまります（Can-do17)#198 ◆ Apologise for being late and give a reason（Can-do17)
A おそく なって、すみません。ちょっと みちに まよって
A Sorry I'm late. I got a bit lost.
B だいじょうぶですよ。じゃあ、行きましょう。
B That's OK. Alright, let's go.
A はい。
A OK.

だい8か もう やけいを 見に 行きましたか

Lesson8 Have you been to see the night view yet?

◆ おすすめの ばしょに ともだちを さそいます/さそいに こ ◆ Invite a friend to visit a place of your recommendation /
たえます（Can-do18)#199
Respond to an invitation（Can-do18)
1 A もう タワーに 行きましたか。
B いいえ、まだです。
A じゃあ、見に 行きませんか。よる、やけいが きれいで
すよ。
B いいですね。行きましょう。/すみません。タワーは
ちょっと…。

1 A Have you been to the tower yet?
B No, not yet.
A OK, would you like to go and see it? You can enjoy the
beautiful night view.
B Great. Let's go. / Sorry. I don't really fancy the tower.

2 A もう タワーに 行きましたか。
B はい、行きました。
A そうですか。じゃあ、どうぶつえんは？

2 A Have you been to the tower yet?
B Yes, I have.
A Really? OK, how about the zoo?

◆ ともだちに よりみちを したいと 言います（Cando19)#200
A あのう、ちょっと 水を 買いたいんですが…。
B じゃあ、しょくじの あとで、みせに 行きましょう。
A すみません。
B いいえ。

◆ Say that you would like to drop by somewhere（Cando19)
A Erm, I'd just like to buy some water.
B OK, after eating let's go to the shop.
A Thank you.
B That's OK.

◆トピック5 がいこくごと がいこくぶんか
だい9か 日本語は はつおんが かんたんです

◆Topic5 Languages and cultures of other countries
Lesson9 Japanese is easy to pronounce

◆ いつ、なにごを べんきょうしたか 話します（Cando20)#201

◆ Say what languages you have studied and when（Cando20)

◆ いままでに べんきょうした がいこくごについて 話します ◆ Talk about foreign languages you have studied（Can（Can-do21)
do21)
A いままでに どんな がいこくごを べんきょうしました
A What foreign languages have you studied before?
か。
B I studied Spanish when I was at high school.
B こうこうの とき、スペインごを べんきょうしました。
A そうですか。スペインごは どうですか。
A Really? What was Spanish like?
B スペインごは ぶんぽうが かんたんです。/スペインご
B The grammar is easy in Spanish. / Reading is a bit
は 読むのが ちょっと むずかしいです。
difficult in Spanish.
A いまも できますか。
A Can you still speak Spanish now?
B ええ、すこし できますよ。/いまは、ちょっと…。
B Yes, I can speak it a little. / No, I can't anymore.
◆ がいこくごや がいこくごの べんきょうについて こまった
とき、だれかに たのみます/たのまれて こたえます
（Can-do23)#202
A すみません、その じしょ、かして くださいませんか。/
かんじの 読みかたを おしえて くださいませんか。
B いいですよ。/すみません。いま、ちょっと…。

◆ Ask someone for help to understand or to learn a foreign
language / Respond to a request for help（Can-do23)

だい10か いつか 日本に 行きたいです

Lesson10 I'd like to go to Japan some day

A Excuse me, could you lend me that dictionary? / Could
you teach me how to read kanji?
B Of course. / Sorry. Now isn't a good time.

◆ がいこくの ぶんかと じぶんとの かかわりについて 話し ◆ Talk about your involvement in the culture of another
ます（Can-do24)#203
country（Can-do24)
A どんな くにに きょうみが ありますか。
A Which countries are you interested in?
B 日本です。
B Japan.

3

©2017 The Japan Foundation

Marugoto: Japanese Language and Culture
Elementary 1 A2

『まるごと 日本のことばと文化』初級１ A2
わたしは しゅうに 1かい 日本語を べんきょうして
(い)ます。
日本人の ともだちと ときどき 日本語で 話します。
しょうらい 日本に りゅうがくしたいです。
A そうですか。

I study Japanese once a week.
I sometimes speak Japanese with my Japanese friend.
In the future I'd like to study in Japan.
A Is that so?

◆ こまっている ひとに たすけを もうしでます。/もうしでを ◆ Offer help to someone with a problem /Accept an offer of
うけます（Can-do25)#204
help（Can-do25)
A どうしたんですか。
A What's the matter?
B えきに 行きたいんですが…。/みちが よく わかりませ
B I'd like to go to the station. / I don't know the way.
ん。
A いっしょに 行きましょうか。
A Shall we go together?
B すみません。ありがとうございます。
B Thank you very much.

◆トピック6 そとで 食べる
だい11か なにを もっていきますか

◆Topic6 Eating outdoors
Lesson11 What are you going to take to the picnic?

◆ ピクニックに もっていく ものについて 話します（Cando27)#205
C らいしゅうの ピクニック、食べものは どうしますか。
A わたしは サンドイッチ、もっていきます。
C Aさんは サンドイッチですね。おねがいします。
B じゃあ、わたしは サラダ、もっていきます。
C Bさんは サラダですね。おねがいします。

◆ Discuss what to take for a picnic（Can-do27)
C
A
C
B
C

What shall we do about food for next week's picnic?
I'm going to take sandwiches.
So you're taking sandwiches, A.
OK, I'm going to take some salad.
So you're taking salad, B.

◆ ピクニックの 食べものや 飲みものの きぼうを ぐたいて ◆ Ask/Say what specific food or drinks your friend/you
きに 聞きます/言います（Can-do29)#206
would prefer for a picnic（Can-do29)
C 飲みものは なにが いいですか。
C What drinks would you like?
A わたしは おちゃが いいです。
A I'd like Japanese tea.
B わたしは なんでも いいです。
B Anything is OK for me.
C じゃあ、おちゃに します(ね)。
C OK, let's have Japanese tea.
A,B はい、おねがいします。
A,B Yes, please.

だい12か おいしそうですね

Lesson12 It looks delicious

◆ よく しらない 食べものについて 話します（Can◆ Talk about food you don't know much about（Can-do30)
do30)#207
A それ、なんですか。おいしそうですね。
A What's that? It looks delicious.
B 日本の おすしです。
B It's Japanese sushi.
A おすしですか。/かんこくの キンパと にてます。
A Sushi? / It looks like Korean kinpa.
B どうぞ、食べてみて ください。/あじは ちょっと ちがい
B Go ahead and try some. / It tastes a little different. / It
ますよ。/あじも にてますよ。
tastes similar as well.
A じゃあ、1つ いただきます。
A OK, I'll try one.
◆ あじについて かんたんに コメントします（Can-do31)#208 ◆ Comment briefly on the taste of food（Can-do31)
A やぎさん、よかったら サラダ、どうぞ。
A Have some salad if you like, Yagi-san.
B はい、いただきます。この サラダ、ちょっと からくて、お
B Thank you. This salad is delicious and spicy.
いしいですね。
A そうですか。もう すこし どうですか。
A Really? Would you like a little more?
◆ ともだちに 食べものを すすめます/すすめに こたえます ◆ Offer a dish to your friends / Respond to an offer（Can（Can-do32)#209
do32)
1 A どうぞ、食べてみて ください。
1 A Go ahead and try some.
B じゃあ、1つ いただきます。
B OK, I'll have one.
2 A やぎさん、よかったら サラダ、どうぞ。
B はい、いただきます。

2 A Have some salad if you want, Yagi-san.
B Thank you.

3 A もう すこし どうですか。
B ありがとうございます。でも、もう おなかが いっぱいで
す。/もう けっこうです。
A そうですか。

3 A How about a little more?
B Thank you very much, but I'm full. / I'm fine thank you.

4 A もう すこし どうですか。
B じゃあ、もう すこし いただきます。

4 A How about a little more?
B OK, thank you, I'll have a little more.

◆トピック7 しゅっちょう

A Really?

◆Topic7 Business trips

4

©2017 The Japan Foundation

Marugoto: Japanese Language and Culture
Elementary 1 A2

『まるごと 日本のことばと文化』初級１ A2

だい13か たなかさんに 会ったことが あります

Lesson13 I have met Mr. Tanaka before

◆ でむかえの ために、しゅっちょうで 来る ひとや 来る
日について 話します（Can-do33)#210
A タイラーさん、たなかさん(を)、しってますか。
B はい、しってます。/はい、会ったこと、あります。
いいえ、会ったこと、ありません。
A たなかさんが 12日に 来ます。くうこうに むかえに
行って ください。
B はい、わかりました。12日ですね。

◆ Talk about someone visiting your office on a business trip
and the date of his/her visiｔ（Can-do33)
A Tyler-san, do you know Tanaka-san?
B Yes, I do. / Yes, I've met him before.
No, I've never met him.
A Tanaka-san is coming on the 12th. Could you go and
meet him at the airport?
B OK, I got it. On the 12th.

◆ でむかえの あいさつを します（Can-do34)#211
A ようこそ、たなかさん。おつかれさまでした。
B
A
B
A

◆ Greet a visitor arriving at the airport（Can-do34)
A Welcome to X, Tanaka-san. You must be tired. / Thank
you for coming all this way.
おまたせしました。でむかえ、ありがとうございます。
B Sorry to keep you waiting. Thank you for coming to
meet me.
A How was your flight?
フライトは いかがでしたか。/フライトは どうでしたか。
B It was very comfortable. / It was OK.
かいてきでしたよ。/まあまあでした。
A Really?
そうですか。

◆ ホテルの へやを チェックして、だいじょうぶか 言います ◆ Check the hotel room and tell your visitor if it is OK
（Can-do35)#212
（Can-do35)
A ちょっと でんき、チェックします。
A I'm just going to check the lights.
B あ、すみません。
B Thank you very much.
A でんきは だいじょうぶです。
A The lights are OK.
B そうですか。どうも ありがとう。
B Great. Thank you very much.

だい14か これ、つかっても いいですか。

Lesson14 May I use this?

◆ かいしゃの スタッフを しょうかいします（Can-do37)#213 ◆ Introduce your colleagues to a visitor（Can-do37)
A こちらは ひしょの キャシーさんです。
A This is the secretary, Cathy.
B たなかです。どうぞ よろしく。
B I'm Tanaka. Nice to meet you.
C こちらこそ、どうぞ よろしく。
C Nice to meet you too.
A キャシーさんは 日本語、ぺらぺらです。/すこし できま
A Cathy is fluent in Japanese. / Cathy can speak a little
す。
Japanese.
B そうですか。
B Really?
◆ オフィスの ものを つかっても いいか 聞きます（Cando38)#214
A すみません、コンピューター、かりても いいですか。
B はい、どうぞ。/すみません。いま、こわれてます。/い
ま、つかってます。

◆ Ask to use things in the office（Can-do38)
A Excuse me, could I borrow a computer?
B Sure, go ahead. / I'm sorry. It's broken at the moment.
/ Someone's using it at the moment.

◆ みおくりの あいさつを します（Can-do39)#215

◆ See a visitor off at the airport with some parting phrases
（Can-do39)
A タイラーさん、みおくり、ありがとうございました。おせわ
A Thank you very much for seeing me off, Tyler-san.
に なりました。
Thank you for taking care of me.
B いいえ。ほんしゃの みなさんに よろしく おつたえくだ
B Not at all. Send my regards to everyone at head office.
さい。
A OK, I will. See you again.
A わかりました。それじゃあ、また。

◆トピック8 けんこう
だい15か たいそうすると いいですよ

◆Topic8 Staying healthy
Lesson15 How about doing some exercise?

◆ ともだちに からだの ぐあいを 聞きます/こたえます
（Can-do41)#216
A どうしたんですか。
B ちょっと くびが いたいんです。
A だいじょうぶですか。

◆ Ask a friend how he/she is feeling / Answer how you are
feeling（Can-do41)
A What's the matter?
B My neck's a bit sore.
A Are you OK?

◆ かんたんな たいそうの しかたを 聞きます/言います
（Can-do42)#217
1 A かたの たいそうです。こうやって ゆっくり かたを ま
わして ください。
B かたを ゆっくり まわします。
A どうですか。
B きもちが いいです。

◆ Listen to/Say how to do some easy exercises（Can-do42)
1 A This is an exercise for your shoulders. Slowly rotate
your shoulders like this.
B Slowly rotate my shoulders.
A How is it?
B It feels good.
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2 A どうですか。
B あ、ちょっと いたいです。
A あまり、むりを しないで くださいね。

2 A How is it?
B It's a bit sore.
A Don't overdo it.

◆ からだに いいことを すすめます（Can-do43)#218
A どうしたんですか。
B ちょっと おなかが いたいんです。
A だいじょうぶですか。ねる まえに、 この くすりを 飲
むと いいですよ。
B ありがとうございます。

◆ Suggest something good for the health（Can-do43)
A What's the matter?
B My stomach's a bit sore.
A Are you OK? You should take this medicine before
going to bed.
B Thank you very much.

だい16か はしったり、およいだり しています

Lesson16 I go running and swimming

◆ けんこうの ために している ことを かんたんに 話しま ◆ Talk briefly about what you usually do to stay healthy
す（Can-do44)#219
（Can-do44)
1 A けんこうの ために なにか してますか。
1 A Do you do anything to stay healthy?
B はい、ヨガを してます。/はい、ヨガを したり、トレーニ
B Yes, I do yoga. / Yes, I do yoga and weight training.
ングを したり してます。
A そうですか。どのぐらい してますか。
A Really? How often do you do it?
B まいにちです。/トレーニングは しゅうに 2かいです。
B Every day. / I do weight training twice a week.
A そうですか。
A Really?
2 A けんこうの ために なにか してますか。
B いいえ、なにも してません。
A そうですか。

2 A Do you do anything to stay fit?
B No, I don't do anything.
A Really?

◆ アンケートの けっかを かんたんな ことばで はっぴょう ◆ Make a simple presentation about the results of a
します（Can-do46)#220
questionnaire（Can-do46)
Aグループの こたえを 言います。
I'm going to give A group's answers.
スポーツを よく する ひとは 3にんです。
Three people often do sport.
ときどき する ひとは 7にんです。
Seven people sometimes do sport.
しない ひとは 5にんです。
Five people don't do sport.

◆トピック9 おいわい
だい17か たんじょう日に もらったんです

◆Topic9 Celebrations
Lesson17 I got this for my birthday

◆ ともだちの もちものを ほめます（Can-do47)#221
◆ Compliment a friend on his/her things（Can-do47)
◆ じぶんの もちものについて、いつ、だれに もらったかなど ◆ Talk about your things, saying when and from whom you
を かんたんに 話します（Can-do48)
got them（Can-do48)
A その ネックレス、すてきですね。
A That necklace is lovely.
B これ、たんじょうびに かれに もらったんです。
B I got it from my boyfriend for my birthday.
A そうですか。いいですね。
A Really? It's very nice.
B ありがとうございます。
B Thank you very much.
◆ じぶんの くにの プレゼントの しゅうかんについて かん ◆ Talk briefly about the custom of present-giving in your
たんに 話します（Can-do49)#222
country（Can-do49)
A よしださんは/日本では、けっこんの おいわいに どん
A Yoshida-san, what do you / In Japan, what do people
な ものを あげますか。
give for wedding presents?
B えとか とけいを あげます。
B Pictures and clocks.
/へやに かざる ものが おおいです。たとえば、えとか
Things for decorating rooms are common. For example,
とけいです。
pictures and clocks.

だい18か パーティーが いいと おもいます

Lesson18 I think a party is a good idea

◆ ともだちの おいわいを なんに するか 話します（Cando50)#223
A あべさんの けっこんの おいわい、どうしますか。
B パーティーが いいと 思います。
A パーティーですか。
B ええ、あべさん、みんなと 話したいと 言ってました。
A いいですね。

◆ Discuss what to do for a friend's celebrations（Can-do50)
A
B
A
B
A

What shall we do to celebrate Abe-san's wedding?
I think a party would be good.
A party?
Yes, Abe-san said she'd like to talk to everyone.
Great.

◆ プレゼントを もらって おれいを 言います（Can◆ Thank someone for a present you receive（Can-do53)
do53)#224
A これ、おいわいの プレゼントです。シンさんと わたしか
A This is a wedding present for you. It's from Singh-san
らです。どうぞ。
and me. Here you are.
B どうも ありがとうございます。あけても いいですか。
B Thank you very much. Can I open it?
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A はい、どうぞ。
B すてきな コーヒーカップですね。ありがとうございます。

A Sure, go ahead.
B It's a lovely coffee cup. Thank you very much.
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