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1 

じこしょうかいが できる 

ものの なまえを たずねる ことが できる 

ことば 

 

 

 

 

 

ひょうげん 

なまえ くに しごと 

ちゅうごく かんこく タイ フィリピン アメリカ 

オーストラリア 

せんせい きょうし がくせい しゅふ かいしゃいん 

ほん えんぴつ じしょ しんぶん ノート ボールペン 

つくえ いす とけい かばん かさ かぎ みず ちず 

はい いいえ 

おはようございます  こんにちは  こんばんは  

ありがとうございます  すみません どういたしまして 

はじめまして よろしくおねがいします 

 

かいわ 

 

１．はじめまして。ジョン・ミラーです。 

よろしく おねがいします。 

２．Ａ：おなまえは。 

   Ｂ：リーです。 

３．Ａ：おくには。  

  Ｂ：ちゅうごくです。 

４．Ａ：おしごとは。  

Ｂ：がくせいです。 
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５． これ／それ／あれは ちずです。     

６．Ａ：それは ほんですか。 

  Ｂ：いいえ、ほんじゃありません。それは しんぶんです。 

７．Ａ：これは なんですか。 

  Ｂ：それは じしょです。 

８．Ａ：それは どこの とけいですか。 

  Ｂ：これは にほんの とけいです。 

 

よむ・かく ひらがな（あ～そ） 
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２―① 

うりばを きく ことが できる 

ことば 

 

ひょうげん 

スーパー デパート コンビニ レジ トイレ うけつけ えき 

テレビ パソコン れいぞうこ せんたくき そうじき 

もう いちど おねがいします 

 

かいわ 

 

１．うけつけは あそこです。 

２．Ａ：トイレは どこですか。   

Ｂ：そこです。 

３．Ａ   ：すみません。 パソコンは なんがいですか。 

てんいん：３がいです。 

Ａ   ：もう いちど おねがいします。 

  てんいん：３がいです。 

  Ａ   ：ありがとう ございます。 

 

 

よむ・かく ・ひらがな（た～ほ） 

・すうじ 
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２―② 

しせつなどの えいぎょうじかんを きく 

ことば 

 

 

ひょうげん 

ごぜん ごご ～じ はん ぎんこう ゆうびんきょく 

びょういん としょかん びじゅつかん レストラン  

ＡＴＭ えいぎょうじかん ２４じかんえいぎょう 

～よ そうですか 

かいわ 

 

１．Ａ：いま、なんじですか。 

Ｂ：５じです。 

２．Ａ：デパートは なんじから なんじまでですか。 

Ｂ：１０じから ８じまでです。 

 

「 ゆうじんとの かいわ」 

ミラー：たなかさん、にほんの ぎんこうは  

なんじから なんじまでですか。 

たなか：９じから ３じまでです。 

ミラー：いま、なんじですか。 

たなか：４じです。 

    ＡＴＭは ８じまでです。 

コンビニは ２４じかんですよ。 

ミラー：そうですか。 

     

よむ・かく  
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                 ３  

ファストフ－ドてんや カフェで ちゅうもん できる 

 

ことば 

 

 

 

 

 

ひょうげん 

パスタ カレー サラダ ハンバーガー ホットドッグ  

ケーキ ドーナツ  サンドイッチ  アイスクリーム プリン  

こうちゃ ビール ジュース バッグ セーター ＣＤ きって  

おつり 

２００～まん ひとつ～とお いくつ ぜんぶで   

～まい  ～えん    

いくらですか         ～を ください       

いらっしゃいませ       ～を おねがいします 

かいわ １．Ａ：ケーキは いくらですか。 

  Ｂ：３００えんです。 

２．リー    ：プリンを ふたつと これを みっつ ください。 

  てんいん ：はい。 ぜんぶで ９００えんです。 

 

「ファストフードてんで」 

てんいん：いらっしゃいませ。 

リー  ：（メニューをみながら、ゆびさして） 

     これと これと コーラを おねがいします。 

てんいん：はい、ぜんぶで ８５０えんです。 

リー  ：はい。（１０００えんをだす）          

てんいん：１５０えんの おつりです。ありがとうございました。  
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よむ・かく ・ ひらがな(ま～ん)  

・ かんじ(円
えん

)  
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                  ４ 

じぶんの かぞくが しょうかいできる   

じぶんの たんじょうびが いえる 

ことば 

ひょうげん 

かぞく りょうしん きょうだい そふ おじいさん          

そぼ おばあさん ちち おとうさん はは おかあさん           

あに おにいさん あね おねえさん おとうと おとうとさん 

いもうと いもうとさん こども こどもさん                                                 

だれ ひとり ふたり ～にん なんにん ～さい はたち・                                      

なんさい いくつ ～がつ ～にち ついたち～３１にち 

なんがつ なんにち たんじょうび エンジニア 

                                   

かいわ 

 

１．Ａ：かぞくは なんにんですか。 

  Ｂ：４にんです。 

２．Ａ：おとうさんは なんさい(おいくつ)ですか。 

  Ｂ：４８さいです。 

３．Ａ：たんじょうびは なんがつ なんにちですか。 

Ｂ：５がつ １１にちです。 

 

「わたしの かぞく」 

わたしの かぞくは ５にんです。 

ちちと ははと あにと あねです。 

ちちは ５５さいです。かいしゃいんです。 

ははは ５３さいです。しゅふです。 
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あには ２５さいです。エンジニアです。 

あねは ２２さいです。がくせいです。 

             

 ・ひらがな（だくおん） 

・かんじ( 人
ひと・～にん

 ○月○日) 
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５  

もくてきちを たずねる ことが できる 

ことば 

 

 

 

 

ひょうげん 

 

 

 

ひと ねこ いぬ くるま でんしゃ じてんしゃ バスてい  

いえ へや ビル こうえん こうばん   

みぎ ひだり うえ した なか まえ うしろ あいだ となり 

よこ                              

あります   います 

この ちかくに   どのぐらい(じかん) 

（のりもの）で   ～ぐらい(じかん) 

まちかどで     ちょっとすみません 

あるいて      どうも ありがとう ございました                                                                                                 

かいわ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．かばんは いすの したに あります。 

２．Ａ：ペンは どこに ありますか。 

  Ｂ：つくえの うえに あります。 

３．Ａ：マリアさんは どこに いますか。 

Ｂ：あそこに います。 

４．Ａ：ゆうびんきょくは どこに  ありますか。 

Ｂ：びょういんの となりに あります。 

５．Ａ：ここから ぎんこうまで どのぐらいですか。 

  Ｂ：じてんしゃで ３ぷんぐらいです。 
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「まちかどで」 

マリア  ：ちょっと すみません。 

このちかくに ＡＴＭは ありますか。 

にほんじん：ありますよ。コンビニの なかに あります。 

あるいて １ぷんぐらいですよ。 

マリア  ：どうも ありがとう ございました。 

にほんじん：どう いたしまして。 

よむ・かく ・ひらがな(はんだくおん) 

 

 

10



                ６ 

いきさきを たしかめて バスや でんしゃに のる ことが できる 

ことば 

 

 

 

 

 

ひょうげん 

タクシー バス しんかんせん ひこうき きっぷ きんかくじ 

あさ ひる よる／ばん きのう きょう あした 

きょねん ことし らいねん ～ねん いつ 

げつようび かようび すいようび もくようび きんようび 

どようび にちようび  

いきます きます かえります 

いっしょに  ひとりで  ふたりで  ～にんで ２０５ばん 

かいわ 

 

 

 

 

 

１．Ａ：あした どこへ いきますか。 

  Ｂ：とうきょうへ いきます。 

２．Ａ：きょう どこへ いきますか。 

    Ｂ：どこへも いきません。 

３. Ａ：いつ いきますか。 

  Ｂ：５月
がつ

３日
みっか

に いきます。 

４. Ａ：きょねん ならへ いきました。 

  Ｂ：だれと いきましたか。 

  Ａ：かぞくと いっしょに いきました。 

５．Ａ：センターへ なんじに きますか。  

Ｂ：１０じに きます。 

Ａ：なにで きますか。  

Ｂ：バスで きます。 

６．らいねん くにへ かえります。 
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「バスていで」  

リー    ：このバスは きんかくじへ いきますか。  

にほんじん ：いいえ、いきませんよ。 

       ２０５ばんは いきますよ。  

リー    ：ここから きんかくじまで どのぐらいですか。 

にほんじん：４０ぷんぐらいです。  

リー   ：ありがとう ございました。 

      

よむ・かく ・ひらがな（そくおん） 
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                 ７ 

のりものでの わすれものを とどけでる ことが できる 

ことば 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうげん 

さいふ わすれものまどぐち 

おおきい／ちいさい おもい／かるい たかい／やすい  

あつい／さむい いい／わるい おおい／すくない  

むずかしい／やさしい あたらしい／ふるい いそがしい 

うるさい おもしろい おいしい たのしい  

あかい あおい しろい くろい  

ひま しずか／にぎやか げんき しんせつ きれい べんり 

ゆうめい 

すこし あまり どんな どう  

わすれものを しました  

みつかりましたら れんらくします 

かいわ 

 

１．Ａ：きょうとは しずかですか。 

  Ｂ：はい、しずかです。 

いいえ、しずかじゃ ありません。 

２．Ａ：その かばんは かるいですか。 

  Ｂ：はい、かるいです。 

いいえ、かるくないです。 

３．Ａ：リーさんは どんな ひとですか。 

  Ｂ：しんせつな ひとです。 

４．Ａ：にほんごは どうですか。 

  Ｂ：おもしろいです。 
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「わすれもの まどぐちで」 

マリア ：すみません、でんしゃに わすれものを しました。 

えきいん: わすれものは なんですか。 

マリア ：かばんです。 

えきいん: どんな かばんですか。 

マリア : くろい かばんです。 

えきいん: おおきいですか。 

マリア ：はい、おおきいです。  

えきいん: かばんの なかは なんですか。 

マリア ：ノートパソコンです。 

えきいん: そうですか。 

みつかりましたら、れんらくします。 

  

よむ・かく ・ひらがな（ちょうおん） 
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                ８ 

りょこうの かんそうを のべる 

ことば 

 

 

 

ひょうげん 

にほんりょうり きよみずでら ふじさん おきなわ うみ 

しゅりじょう (お)てら じんじゃ ところ まち ぶっか  

ちかてつ さくら そば 

それに でも 

～ね そうですね ええ 

かいわ 

 

１．Ａ：にほんりょうりは どうですか。 

  Ｂ：とても おいしいです。 

  Ｃ：おいしいです。それに、きれいです。 

  Ｄ：おいしいです。でも、たかいです。 

２．Ａ：きょうとの どこへ いきましたか。 

  Ｂ：きよみずでらへ いきました。 

  Ａ：どうでしたか。 

  Ｂ：とても よかったです。 

３．にほんは ふじさんが ゆうめいです。 

 

「おきなわは どうでしたか」 

やまだ：おきなわは どうでしたか。 

ミラー：とても よかったです。 

    うみが きれいでした。  

それに、たべものが おいしかったです。 
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やまだ：なにが おいしかったですか。 

ミラー：そうですね、おきなわそばが おいしかったです。 

やまだ：そうですか。 

おきなわは しゅりじょうが ゆうめいですね。 

しゅりじょうへ いきましたか。 

ミラー：ええ、 いきました。 

やまだ：どんな ところでしたか。 

ミラー：とても きれいなところでした。  

                            

よむ・かく ・ひらがな（ようおん） 
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９ 

びょういんで じぶんの たいちょうを いしに つたえる ことが できる 

いしの かんたんな しじが りかい できる 

ことば 

 

 

 

ひょうげん 

て あし おなか くび あたま かお め みみ はな 

くち は した びょうき かぜ ねつ アレルギー 

うけつけ いしゃ ふつかまえ しょくぜん しょくご 

いたい 

いちにち ３かい 

おなかが いたいです     あたまが いたいです 

せきが でます        きぶんが わるいです     

かぜを ひきました      ねつが あります 

くちを あけて ください   おだいじに 

くすりを のみます      くすりを だします 

おふろに はいります 

かいわ 

 

１．Ａ：どう しましたか。 

Ｂ：おなかが いたいです。 

２．Ａ：いつからですか。 

Ｂ：きのうからです。 

３．いちにち ３かい しょくぜんに のんで ください。 

 

「クリニックで」 

いしゃ：どう しましたか。 

リー ：あたまが いたいです。 

いしゃ：そうですか。 いつからですか。 
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リー ：きのうからです。 

いしゃ：ねつが ありますね。 

リー ：はい。 

いしゃ：くちを あけて ください。 

リー ：はい。 

いしゃ：のどが あかいです。 

かぜですね。 

    くすりを だします。 

    いちにち ３かい しょくごに のんで ください。 

リー ：わかりました。 

ありがとう ございました。 

いしゃ：おだいじに。 

 

よむ・かく ・カタカナ（ア～ソ） 
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１０ 

じぶんの にちじょうせいかつに ついて はなす ことが できる 

ことば 

ひょうげん 

えいが おんがく りょうり やすみのひ たべもの 

のみもの あさごはん ひるごはん ばんごはん 

たべます のみます よみます みます かきます  

ききます かいます はなします やすみます つくります 

はじまります おわります ねます おきます はたらきます  

でんわを かけます     シャワーを あびます 

べんきょうを します    かいものを します  

せんたくを します     そうじを します  

さんぽを します      しょくじを します  

メールを します      パソコンを します  

でんわを します 

けさ まいにち いつも ときどき ごろ それから 

 

かいわ 

 

１．Ａ：あさ なにを たべますか。 

  Ｂ：くだものを たべます。 

２．Ａ：けさ あさごはんを たべましたか。 

Ｂ：いいえ、たべませんでした。   

３．Ａ：きのう なにを しましたか。  

  Ｂ：えいがを みました。 

４．Ａ：きのう どこで ばんごはんを たべましたか。 

  Ｂ：ともだちの うちで たべました。 
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５．Ａ：にほんごの クラスは なんじに おわりますか。 

  Ｂ：１２じはんに おわります。 

 

「わたしの いちにち」 

わたしは きょう ７じに おきました。  

７じはんに あさごはんを たべました。  

それから いぬと さんぽしました 

３じから ともだちと えいがを みました。  

おもしろかったです。  

それから レストランで ばんごはんを たべました。 

１０じに うちへ かえりました。 １０じはんに おふろに 

はいりました。 １１じから １１じはんまで パソコンを 

しました。 １２じに ねました。 

                         

よむ・かく ・カタカナ（タ～ホ） 
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１１ 

おくりものに ついて はなす ことが できる 

ことば 

ひょうげん 

バレンタインデー ホワイトデー クリスマス たんじょうび  

かのじょ かれ いろ クッキー チョコレート プレゼント  

あげます もらいます 

かいわ 

 

１．Ａ：Ｂさん、まいにち かぞくに でんわを かけますか。 

Ｂ：いいえ、かけません。 

    ときどき メールを します。 

２．Ａ：だれに メール しますか。 

  Ｂ：かぞくに メール します。   

３．Ｂさんに クッキーを あげます。  

４．Ａ：クリスマスに だれに プレゼントを あげますか。 

Ｂ：かのじょ（かれ）に あげます。 

５．Ａ：きれいな いろの セーターですね。 

  Ｂ：ありがとう。 たんじょうびに もらいました。 

６．Ａ：たんじょうびに だれに プレゼントを もらいましたか。 

  Ｂ：ともだちに ほんと カードを もらいました。 

 

「バレンタインデー」 

Ａ：にほんでは バレンタインデーに おんなの ひとが 

  おとこの ひとに チョコレートを あげます。 

  Ｂさんの くにでは どうですか。 
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Ｂ：わたしの くにでは ともだちや りょうしんに  

はなや カードを あげます。 

  わたしも ともだちや りょうしんに はなや カードを     

  もらいます。 

Ａ：そうですか。 

  ３がつ じゅうよっかは ホワイトデーです。 

  おとこの ひとが おんなの ひとに プレゼントを 

  あげます。 

                         

よむ・かく ・カタカナ（マ～ン） 
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１２ 

としょかんを りようする 

ことば 

 

 

 

 

ひょうげん 

うんてん りょこう え うた はし ピアノ ギター ダンス 

ＤＶＤ りゅがくせい じゅうしょ でんわばんごう  

もうしこみようし カード ざいりゅうカード 

できます つかいます ひきます およぎます （えを）かきます  

うたいます おどります かります かえします 

もっていますか わかりました   

～しゅうかん 

かいわ １．Ａ：くるまの うんてんが できますか。 

Ｂ：はい、できます。／いいえ、できません。 

２．Ａ：ひらがなを かく ことが できますか。 

Ｂ：はい、できます。／いいえ、できません。 

３．Ａ：にほんの としょかんで ＣＤを かりる ことが  

できますか。 

Ｂ：はい、できますよ。ＤＶＤも かりる ことが できます。 

 

「としょかんで」 

リー    ：すみません、りゅうがくせいです。 

ほんを かりる ことが できますか。 

かんいん：ええ、できますよ。ひとり ５さつ、３しゅうかん  

かりる ことが できます。 

ざいりゅうカードを もっていますか。 
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リー  ：はい。 

かんいん：にほんごを かく ことが できますか。 

リー  ：はい、できます。 

かんいん：もうしこみようしです。  

なまえと じゅうしょ、でんわばんごうを  

おねがいします。 

カードを つくります。 

リー  ：はい、わかりました。                             

よむ・かく ・カタカナ（だくおん／はんだくおん）   
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１３ 

しゅみに ついて はなす 

ことば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうげん 

しゅみ しゃしん けしき しずおか くだもの りんご              

みかん バナナ ぶどう いちご メロン すいか やさい              

き ゅ う り  ほ う れ ん そ う  に ん じ ん  ピ ー マ ン            

じゃがいも トマト すきやき てんぷら さしみ すし        

どうぶつ うま うし ウサギ ライオン パンダ  

スポーツ テニス やきゅう ピンポン すいえい サッカー               

じゅうどう すもう  

すき だいすき きらい とくい にがて じょうず へた  

たくさん 

あつめます とります   

ぜひ みせて ください    

いいですよ 

かいわ １．Ａ：わたしの しゅみは えです。 

Ｂ：わたしの しゅみは しゃしんを とる ことです。 

２．Ａ：しゅみは なんですか。 

  Ｂ：スポーツを みる ことです。 

Ａ：どんな スポーツを みますか。 

Ｂ：サッカーです。 

Ａ：そうですか。 

３．Ａ：やさいの なかで なにが すきですか／きらいです 

Ｂ：トマトが すきです。 
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Ｃ：わたしは、にんじんが きらいです。  

４．Ａ：いえで にほんりょうりを つくりますか。 

  Ｂ：いいえ つくりません。               

りょうりが すきじゃありません。 

５．Ａ：わたしは ピアノを ひく ことが すきです。Ｂさんは。 

Ｂ：わたしは うたう ことが すきです。   

６．Ａ： わたしは りょうりが とくいです。 

  Ｂ： わたしは ちょっと にがてです。 

 

「しゅみは なんですか」 

たなか：リーさんの しゅみは なんですか。 

リー ：えを かく ことです。 

たなか：そうですか。わたしも えを かく ことが すきです。 

でも あまり じょうずじゃ ありません。 

リーさんは どんな えを かきますか。 

リー ：やまの えです。 

にほんは きれいな やまが たくさん あります。 

せんしゅう しずおかへ いきました。 

そこで ふじさんを かきました。 

たなか：ああ、そうですか。 

ぜひ みせて ください。 

リー ：いいですよ。                             

よむ・かく ・カタカナ（ようおん／そくおん） 
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１４ 

えきの けんばいきで きっぷが かえる 

ことば 

 

 

 

ひょうげん 

まど じどうはんばいき 

あけます しめます もちます つけます けします のります 

おります すわります たちます はいります まちます 

かします おします 

かいかた 

かいわ １．すみません、まどを あけて ください。 

２．Ａ：Ｃさんは なにを して いますか。 

Ｂ：いま、きょうしつで せんせいと はなして います。 

 

「きっぷの かいかたを おしえてください」 

マリア ：すみません。 

     きっぷの かいかたを おしえて ください。 

えきいん：はい、どこまでですか。 

マリア ：ならまでです。 

えきいん：ならまで ６１０えんです。 

     ここに おかねを いれて ください。 

マリア ：はい。（おかねを いれる） 

えきいん：この ボタンを おして ください。 

マリア ：はい。 ありがとう ございました。 

よむ・かく ・カタカナ ふくしゅう 
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１５ 

ともだちと すまいや しごとに ついて はなせる 

ことば 

 

 

ひょうげん  

だいがく コンピューター かじ きたやま あらしやま いつか    

すみます  しごとを します おしえます しります  

けっこんします                       

いらっしゃい おじゃまします  

いただきます ごちそうさまでした 

 

かいわ 

    

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

１．わたしは きょうとに すんで います。 

２．Ａ：どこで にほんごを べんきょうして いますか。 

  Ｂ：こくさいセンターで べんきょうして います。 

３．Ａ：おしごとは なんですか。 

Ｂ：きょうしです。 えいごを おしえて います。 

４．Ａ：くにで なにを して いましたか。 

  Ｂ：ぎんこうで はたらいて いました。 

５．Ａ：Ｂクラスの せんせいの なまえを しって いますか。 

   Ｂ：はい、しっています。 

いいえ、しりません。 
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 「ともだちを まねく」 

Ａ：Ｂさんの うちは どこですか。 

Ｂ：きたやまに すんで います 

Ａ：いい ところですね。 

Ｂ：きたやまの ケーキやで はたらいて います。 

    ときどき としょかんで べんきょうして います。 

  Ａさんは どこに すんで いますか。 

Ａ：あらしやまに すんで います。  

Ｂ：どんな ところですか。 

Ａ：きれいな ところですよ。 

  いつか ぜひ きて ください。 

よむ・かく かんじ（市 区 町） 
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１６ 

じぶんの きぼう・ようきゅうを つたえる ことが できる  

ことば 

 

 

 

 

ひょうげん 

デジタルカメラ（デジカメ） えきまえ 

スマートフォン（スマホ）  ゴールデンウィーク  びわこ 

かんこうち どこか 

ほしい  

こわれます 

おなかが すきました   のどが かわきました 

かいわ 

 

１．わたしは あたらしい スマホが ほしいです。 

２．Ａ：たんじょうびに なにが ほしいですか。 

Ｂ：カメラが ほしいです。   

３．Ａ：どんな カメラが ほしいですか。  

  Ｂ：かるい デジカメが ほしいです。 

４．コーヒーを のみたいです。 

５．Ａ：おなかが すきましたね。 

  Ｂ：そうですね。なにを たべたいですか。 

  Ａ：おすしを たべたいです。 

６．Ａ：やすみのひに どこへ いきたいですか。 

  Ｂ：びじゅつかんへ いきたいです。 

７．Ａ：どこで スマホを かいたいですか。 

  Ｂ：やすい みせで かいたいです。 

８．Ａ：だれと おきなわへ いきたいですか。 

  Ｂ：かのじょ（かれ）と いきたいです。 
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９．Ａ：やすみのひに どこか いきますか。 

  Ｂ：いいえ、どこへも いきません。 

 

「あたらしい カメラが ほしいです。」 

Ａ：Ｂさん、ゴールデンウィークは どこか いきますか。 

Ｂ：いいえ、どこへも いきません。 Ａさんは。 

Ａ：びわこへ いきたいです。 

  びわこで ふねに のりたいです。 

Ｂ：いいですね。 

Ａ：しゃしんを たくさん とりたいです。 

  でも、きのう カメラが こわれました。 

  あたらしい カメラが ほしいです。 

  どの みせが いいですか。 

Ｂ：えきまえの みせが やすいですよ。 

                         

よむ・かく ・カタカナの しょうりゃくご 

（デジカメ スマホ エアコン パソコンなど） 
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                １７ 

ゴミの だしかたを たずねる ことが できる 

ことば 

 

 

ひょうげん 

ひっこし もやすゴミ カン ビン ペットボトル しげん 

ぶんべつ リサイクル ゴミばこ ゴミおきば パンフレット 

だします いれます わけます すてます  

だめです 

かいわ 

 

１．Ａ：ここに すわっても いいですか。 

  Ｂ：ええ、いいですよ。／はい、どうぞ。 

２．Ａ：しゃしんを とっても いいですか。 

  Ｂ：すみません、ちょっと。  

３．Ａ：あした やすんでも いいですか。 

  Ｂ：どうしてですか。 

  Ａ：ひっこしを しますから。 

 

「きょう カンを だしても いいですか」 

ミラー：おはようございます。 

  きょう カンと ビンを だしても いいですか。 

やまだ：いいえ、きょうは だめですよ。 

    カンと ビンは すいようびですから。 

ミラー：わかりました。ありがとうございました。 

                           

よむ・かく ・かんじ（月
げつ

 火
か

 水
すい

 木
もく

 金
きん

 土
ど

 日
にち

） 
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１８ 

ひとを さそったり、ひとの さそいを うける ことが できる 

ことば 

 

 

 

ひょうげん 

ブラジル オリンピック まつり はなび もみじ しゅうまつ   

さくらまつり ちゅうおうかいさつぐち じぞうぼん  

まるやまこうえん こうみんかん ごぜんちゅう  

あいます (おかねを)おろします  

だいじょうぶです たのしみです 

かいわ １.２０１６ねんに ブラジルで オリンピックが あります。  

２．Ａ：らいしゅうの どようび びわこで はなびが あります。 

    いっしょに びわこへ いきませんか。 

  Ｂ：いいですね。／すみません、ちょっと。 

３．Ａ：いっしょに サッカーを みませんか。 

  Ｂ：いいですね、いっしょに みましょう。 

４．Ａ：しゅうまつは なにを しましたか。 

  Ｂ：おおさかへ かいものに いきました。 

５.きょうとへ さくらを みに いきました。 

  

「いっしょに いきませんか」 

たなか： リーさん、あした まるやまこうえんで  

さくらまつりが あります。 

いっしょに さくらを みに いきませんか。 

リー  ：いいですね。あした なんじですか。 
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たなか：１０じごろは どうですか。 

リー  ：すみません、ごぜんちゅうは ちょっと。 

ごごは だいじょうぶです。 

たなか：そうですか。じゃ、ごご ２じごろは。 

リー  ：はい、いいですよ。 

たなか：きょうとえきの ちゅうおうかいさつぐちで  

あいましょう。 

リー  ：わかりました。たのしみです。 

たなか：じゃ、あした きょうとえきで。 

よむ・かく ・かんじ (中 央
ちゅうおう

改札
かいさつ

口
ぐち

) 
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１９ 

けいさつ（１１０ばん）に ひがいを ほうこくする 

けいさつしょの こうしゅうを うける 

ことば 

 

ひょうげん 

さいふ  

おとします 

なにが はいって いましたか 

いくら はいって いましたか  みつかったら 

かいわ 「こうばんで」 

けいかん：どうしましたか。 

マリア ：さいふを おとしました。 

けいかん：どこで おとしましたか。 

マリア ：わかりません。 

けいかん：どんな さいふですか。 

マリア ：あかい さいふです。 

けいかん：なにが はいって いましたか。 

マリア ：おかねと カードです。 

けいかん：いくら はいって いましたか。 

マリア ：５０００えんぐらいです。 

けいかん：あなたの おなまえは。 

マリア ：○○です。 

けいかん：じゅうしょは。 

マリア ：○○し ○○く ○○ちょうです。 
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けいかん：でんわばんごうは。 

マリア ：０００－１２３４－５６７８です。 

けいかん：みつかったら でんわします。 

マリア ：ありがとうございます。 

よろしく おねがいします。                             

よむ・かく ・じぶんの なまえと じゅうしょと でんわばんごう 
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１９ 

しょうぼう（１１９ばん）に きゅうきゅうつうほうする 

しょうぼうしょの こうしゅうを うける 

ことば 

 

ひょうげん 

かじ しょうぼう きゅうきゅう がいこくじん ちかく  

やけど もえます 

けがを された かた   

にげおくれた かた 

もくひょうに なる もの   

おかけの でんわばんごうは 

かいわ 「かじ」 

しょうぼう：１１９ばん しょうぼうです。 

かじですか。きゅうきゅうですか。 

マリア  ：かじです。 

わたしは がいこくじんです。 

しょうぼう：なにが もえて いますか。 

マリア  ：へやが もえて います。 

しょうぼう：あなたの おなまえと じゅうしょを いって   

ください。 

マリア  ：マリアです。 

じゅうしょは ○○し ○○く ○○ちょうです。 

しょうぼう：いえの ちかくに なにか もくひょうに  

なる ものは ありますか。 
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マリア   ：コンビニが あります。 

しょうぼう ：けがを された かたや、にげおくれた かたは  

ありませんか。 

マリア   ：てに やけどを しました。 

しょうぼう ：いま、おかけの でんわばんごうは。 

マリア   ：０００－１２３４－５６７８です。 

しょうぼう ：わかりました。すぐ いきます。 

よむ・かく ・じぶんの なまえと じゅうしょと でんわばんごう 

・かんじ（非常
ひじょう

口
くち

） 
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２０    

ひとの まえで まとまった はなしが できる 

スピーチれい  

 

 

わたしの なまえは ビルです。 

わたしの ともだちは キムさんと トムさんです。 

トムさんと いっしょに にほんに きました。 

トムさんは おもしろいです。 

そして しんせつな ひとです。 

キムさんは  にほんごきょうしつの ともだちです。 

とても たのしい ひとです。 

ぼくたちは いつも サッカーで あそんで います。 

ぼくたちは スポーツが すきです。 

でも じょうずじゃ ありません。 

わたしの くには きれいです。 

わたしの くには りょうりが ゆうめいです。 

わたしの まちは きれいです。 

でも くるまと ひとが おおいです。 

わたしは がくせいです。 

きょうとの びじゅつだいがくで べんきょうして います。 

アーティストに なりたいです。 

わたしは ９がつに にほんに きました。 
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にほんごが わかりませんでした。 

でも、いま にほんごを はなす ことが できます。 

せんせい みなさん ありがとう ございました。 

よむ･かく かんじ(出席
しゅっせき

 様
さま

 修 了
しゅうりょう

証書
しょうしょ

 理事長
 り  じ ちょう

) 
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