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第１回 「自己紹介 じこしょうかい」

１．マリアさんの じこしょうかい です。

はじめまして。

わたしの なまえは さとうマリアです。

５ねんまえに ブラジルから きました。

わたしの かぞくは、 おっとと こどもが ふたりです。

ちょうなんは ８さいです。

じなんは ４さいです。

わたしの しゅみは カラオケと ボーリングです。

みなさんと ともだちに なりたいです。

どうぞ よろしく おねがいします。

２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

はじめまして

おっと

ちょうなん

じなん

しゅみ

どうぞ よろしく おねがい します
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３．つぎの ことばを かんがえましょう。

①「おっと」の はんたいは なんですか。

②いちばん うえの おんなのこの こどもの ことを なんと いいますか。

③にばんめの おとこのこの こどもの ことを なんと いいますか。

④にばんめの おんなのこの こどもの ことを なんと いいますか。

⑤さんばんめの おとこのこの こどもの ことを なんと いいますか。

⑥さんばんめの おんなのこの こどもの ことを なんと いいますか。

こたえ

① ②

③ ④

⑤ ⑥

４．となりの ひとに じこしょうかい しましょう。はなす ことを メモしましょう。

なまえ

とし

くに

かぞく

しごと

しゅみ

そのた
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５．ひとに きくときの ていねいな いいかたを べんきょう しましょう。

くに ⇒ おくに

どこ ⇒ どちら

いくつ／なんさい ⇒ おいくつ

きますか／いきますか ⇒ いらっしゃい ますか

きましたか／いきましたか ⇒ いらっしゃい ましたか

こども ⇒ おこさん／こどもさん

とくいな ⇒ おとくいな

すきな ⇒ おすきな

はたらいて いますか ⇒ はたらいて いらっしゃいますか

しごと ⇒ おしごと

だんな／おっと ⇒ ごしゅじん／だんなさん

かぞく ⇒ ごかぞく

６．ていねいな いいかたの かいわを れんしゅう しましょう。

マリア：ティナさん、おくには どちらですか？

ティナ：フィリピンです。

マリア：ティナさんは、おいくつですか？

ティナ：きのう 29 さいに なりました。

マリア：おたんじょうび おめでとうございます。

ごかぞくは なんにんですか？

ティナ：４にん かぞくです。こどもが ふたり います。

マリア：ごしゅじんと おこさんですね。おこさんは おいくつですか？

ティナ：２さいと ３さいです。

マリア：おとこの おこさんですか？

ティナ：２さいの こどもは おんなのこで、３さいの こどもは おとこのこです。

マリア：おこさんが ちいさくて たいへんですね。おしごとは なんですか？

ティナ：かいごの しごとです。

マリア：そうですか。ティナさんの しゅみは なんですか？

ティナ：しゅみは たくさん ありますが、うたを うたう ことが すきです。

マリア：うたは いい ですね。ティナさんの おすきな うたは なんですか？

ティナ：「せかいで ひとつだけの はな」が すきです。

マリア：わたしも すきです。こんど いっしょに カラオケに いきましょう。

ティナ：ええ、ぜひ いきましょう。
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７．となりの ひとに ていねいな ききかたで しつもんして みましょう。

※のぶぶんは、ことばを かえて みましょう。

・おいくつですか。

・おこさんは なんさいですか。

・おとくいな ※スポーツは なんですか。

・おすきな ※たべものは なんですか。

・にほんの たべもので すきな ものは なんですか。

・にほんの たべもので きらいな ものは なんですか。

・おとくいな りょうりは なんですか。

・その りょうりの つくりかたを おしえて ください。

・どちらで はたらいて いらっしゃいますか。

・おしごとは なんですか。

・えいがは おすきですか。

・さいきん えいがを みましたか。

・それは どんな えいがですか。

・その えいがの ことを はなして ください。

・こんどの やすみは なにを しますか。

・

（＊じぶんで しつもんを かんがえて みましょう。）

８．かぞくの だれかを クラスで しょうかい してください。

＜あなたのメモ＞

なまえ

とし

くに

しごと

しゅみ

そのた
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第２回 「病院での会話① びょういんでの かいわ①」

１．びょういんでの かいわ です。 Ａ：マリアさん ／ Ｂ：いしゃ

いしゃ：どうしましたか？

マリア：ねつが あります。

いしゃ：なんど ありますか？

マリア：39 ど です。

いしゃ：のどは いたく ないですか？

マリア：いたい です。せきも でます。

いしゃ：のどは ヒリヒリ しますか？

マリア：はい、ヒリヒリ して、みずも のめません。

いしゃ：しょくよくは ありますか？

マリア：あまり ありません。げりを しています。

いしゃ：あたまと のどが いたいのは いつからですか？

マリア：きのうの よる からです。

いしゃ：では、しんさつ しましょう。くちを おおきく あけて ください。

２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

ねつが あります

のどが ヒリヒリ します

しょくよく

げり ⇔ べんぴ

しんさつ

くちを おおきく あけて ください
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３．からだの なまえを かきましょう。

４．びょうきの ひょうげんを べんきょう しましょう。

①めが チカチカ します

②のどが ヒリヒリ します

③あたまが ガンガン します

④おなかが シクシク いたい です

⑤おなかが ゴロゴロ します

⑥あたまが ズキズキ いたい です

⑦はきました（もどしました）

⑧しょくよくが あります（ありません）
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５．どんな おいしゃさん ですか。みぎと ひだりを むすびましょう。

さんふじんか ・ ・ かぜや インフルエンザ

ないか ・ ・ けが

しょうにか ・ ・ おなかが いたい

げか ・ ・ おんなのひとの びょうき

いちょうか ・ ・ みみ、はな、のど

じびか ・ ・ ほねが おれた

しか ・ ・ めが いたい

がんか ・ ・ はが いたい

せいけいげか ・ ・ こどもの びょうき

６．たいおんけいの よみかたを れんしゅう しましょう。

37℃ さんじゅう なな ど

36.8℃ さんじゅう ろく ど はち ぶ

39℃

38.5℃

↑ ねつが あがります ⇔ ねつが さがります ↓

７．「～くない です」の いいかたを べんきょう しましょう。

あつい です あついくないです あついかったです あついくなかったです

さむい です

おいしい です

いたい です

まずい です

たべたい です
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８．ひとりが おいしゃさんに なって、１～５について きいて、かんじゃさんは

しょうじょうを いいましょう。

おいしゃさん かんじゃさん

1 おなか おなかは いたいですか

とても いたい です。ずっと いたい です。

たべたあとに いたい です。げりを していま

す。

2 ねつ ねつは ありますか 38.5℃ あります。

3 からだ からだは あつい ですか あつい です。

4 たべもの しょくよくは ありますか なにも たべたく ない です。

5 いつから いつから いたい ですか
おなかは ふつかまえ から いたいです。

ねつは きのう から あります。

９．いままで あなた／あなたの かぞくが にほんの びょういんで こまった ことは

なんですか。おもいだして かきましょう。

はっぴょう して、みんなで はなしあいましょう。
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第３回 「病院での会話② びょういんでの かいわ②」

１．「でんわよやくシステム」を つかって しんさつの よやくを しましょう。

①うけつけせんようでんわばんごう【052-12-3456】に でんわします。

②【※：こめじるし】ボタンを おします。

③「はい、こちらは グリーンびょういん でんわうけつけ です」

「うけつけ される かたは 【１】を、うけつけの かくにん／とりけしを される

かたは 【０】を おして ください」

④「ごぜんの しんさつを きぼうされる かたは 【１】を、ごごの しんさつを

きぼう される かたは 【２】を おして ください」

⑤「うけつけ される にんずうを おして ください（さいだい ３にん まで）」

⑥「しんさつけんばんごうを おして、【♯：シャープ】を おして ください」

⑦「あなたは ○○さま ですね。よろしければ 【１】を、まちがっていたら

【０】を おして ください」

⑧「あなたの うけつけばんごうは ごぜん（ごご）の ○○ばん です」

「げんざい ○○ばんの かたが しんさつちゅうです」

⑨「しんさつに おくれないように ごらいいん ください。ごりよう ありがとう

ございました」

⑩でんわを きります。

診察券の実物

の映像が入る

と良い

だいじなこと：

・はじめての ひとは しんさつ できません

・はじめての ひとは ちょくせつ びょういんに いって ください

・しんさつけんばんごうが ひつよう です

グリーン病院

診察券番号:123-45-6789

氏名:佐藤マリア
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

よやく

しんさつけん／しんさつけんばんごう

はい、こちらは ～です

うけつけ

うけつけせんようでんわ

でんわうけつけ

（うけつけ される）かた

かくにん／とりけし

ごぜん／ごご

きぼう

にんずう

さいだい

よろしければ

しんさつちゅう

おくれないように

ごらいいん

ごりよう ありがとうございました
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３．でんわばんごうの ひょうを つかって うえの かいわを れんしゅう しましょう。

ひとりが うけつけの やくを します。そのあと、こうたい します。

・びょういんの でんわばんごう ： 052-34-5678

・しんさつけんばんごう ： 135790

・きぼうじかん ： ごご３じ

・にんずう ： ふたり

４．よぼうせっしゅ（ちゅうしゃ）の しゅるいを べんきょう しましょう。

よぼうせっしゅ どんな ちゅうしゃ？ いつ？ なんかい？ いくら？

1 BCG
せいご 6

かげつ
１かい

5000 え ん

くらい

2
ジフテリア・ひゃくにちぜき・

はしょうふう こんごう

ワクチン

せいご 3

かげつ
４かい ※むりょう

3
ましん・ふうしん こんごう

ワクチン
１さい ２かい ※むりょう

4 にほんのうえん ワクチン ３さい ４かい ※むりょう

5 ポリオ
せいご 3

かげつ
４かい ※むりょう

6 インフルエンザ
せいご 6

かげつ
まいとし

3000 え ん

くらい

■せいご：うまれてから○かげつ（せいご３かげつ ⇒ うまれて ３かげつの あかちゃん）
■みどりくの きまった びょういんで むりょうで うけられます。
■よぼうせっしゅを うける ときは 「ぼしてちょう」が ひつようです。
※みどりくの ひとは むりょう です。

シャープ
こめじるし
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５．「よしんひょう・もんしんひょう」（ちゅうしゃを うつ まえに からだの ちょうし

などを かいて おいしゃさんに だします）を かく れんしゅうを しましょう。
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第４回 「防災 ぼうさい」

１．さいがいに ついての かいわです。 Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ａ：にほんは じしんが おおくて こわい ですね。

Ｂ：じしん だけじゃ なくて、ほかの さいがいも こわい ですね。

Ａ：「さいがい」って？

Ｂ：「さいがい」って いうのは、 じしん、たいふう、おおあめ、つなみ…

Ａ：たつまきも ですか。

Ｂ：そうね、まえ、にほんでも たつまきが ありましたね。

Ａ：てんきよほうは じしんも おしえて くれますか。

Ｂ：たいふうの よほうは はずれないけど、じしんは よち できない

そうよ。

Ａ：「よち」って？

Ｂ：じしんが くる まえに わかることよ。

Ａ：だから、にほんじんは いちばん じしんが こわいんですね。

Ｂ：そうね、いつも みずとか たべるもの とか ようい して

おかないと いけませんね。

Ａ：わたしも このあいだ、リュックに ジュース、みずや おかしを

いれていたら、こどもたちが あした えんそくだって

よろこんでいました。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

じしん

さいがい

（「さいがい」）って？

たいふう

つなみ

たつまき

てんきよほう

はずれる／はずれない

よち

ようい

このあいだ

リュック

いれてたら

えんそく

えんそくだって

よろこんでました
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３．「～って」の いいかたを れんしゅう しましょう。

・「【よち】(と)は なんですか」 ⇒ 「【よち】って なんですか」

・「【やっきょく】(と)は ドラッグストアの こと ですか」 ⇒ 「【やっきょく】って ドラッグストアの

こと ですか」

1 アサイーとは どんな くだもの ですか

2 こんにちはとは スペインごで どう いいますか

3 きょうの おすすめ ランチは なんですか

4 しょうぼうしょは なんばん ですか

5 きょうしは せんせいと おなじ いみ です

４．「～んです」の いいかたを べんきょう しましょう。

①せつめい する ときに つかいます。

・「これは くだもの です」⇒「これは くだもの【な】んです」

・「あたまが いたいです」 ⇒「あたまが いたいんです」

・「すっかり げんき です」⇒「すっかり げんき【な】んです」

・「いまから かいものに いきます」⇒「いまから かいものに いくんです」

・「テレビを みます」⇒「テレビを みるんです」

・「もう かいものに いきました」⇒「もう かいものに いったんです」

・「はなしたくない です」⇒「はなしたく ないんです」

②しつもんして せつめいを きく ときも つかいます。

・「どうしたの ですか」⇒「どう したんですか」

・「どこで たべるの ですか」⇒「どこで たべるんですか」

・「どうして いかなったの ですか」⇒「どうして いかなかったんですか」

1 きょうは おやすみ です

2 うれしい です

3 ともだちが きます

4 まずい です

5 びょうき です
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6 しごとが あります

7 とうふ です

8 ナイフで ゆびを きりました

9 いきたい です

10 びょういんに いきます

11 たべたくない です

12 しずか です

13 でんわを します

14 いえへ かえります

15 きらい です

５．となりの ひとと れんしゅう しましょう。

①どうしたんですか。（おなかが いたいです）

②どうして パーティに いかないんですか。（くうこうに ははを むかえに いきます）

③100 てん ですね。すごい ですね。（たくさん べんきょう しました）

④どうして たべないんですか。（おいしくない です）

⑤けいたいでんわ、 どうしたんですか。（こわれました）
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６．「～とか、～とか」を れんしゅう しましょう。

れい：すいか、かぼちゃ ／ おもいものを たくさん かいました。

⇒ わたしは すいかとか かぼちゃとか おもいものを たくさん かいました。

① テニス、すいえい ／ すきです

② いぬ、ねこ ／ かいたい です。

③ ケーキ、アイスクリーム ／ あまいものが すきです。

④ きゅうしゅう、おきなわ ／ りょこう したい です。

⑤ そうじ、せんたく ／ やすみの ひに します。

７．ちゅういほうと けいほうの しゅるい

・おおあめ ちゅういほう ・かみなり ちゅういほう ・のうむ ちゅういほう

・ふうせつ ちゅういほう ・つなみ ちゅういほう ・なだれ ちゅういほう

・おおあめ けいほう ・こうずい けいほう ・おおゆき けいほう

・ぼうふう けいほう ・ぼうふうう けいほう ・こうずい けいほう

８．あなたは さいがいの ために なにを じゅんび しますか。

リストを つくりましょう。えを かいても いいです。

９．あなたの いえの ちかくの ひなんじょは どこ ですか。

ちずを つかって しらべましょう。
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第５回 「家（アパート）の契約 いえ（アパート)のけいやく」

１．ふどうさんやさん での かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ふどうさんやさんのひと

Ａ：すみません。アパートを さがして いるんですが。

Ｂ：いらっしゃいませ。どの あたりで おさがしですか？

Ａ：みどりく です。

Ｂ：どのぐらいの おおきさの おへやですか。

Ａ：３DK を さがしています。

Ｂ：なんにんかぞくで いらっしゃいますか？

Ａ：４にん です。こどもが ふたり います。

Ｂ：おこさんは しょうがくせい ですか？

Ａ：ひとりは しょうがっこう ２ねんせいで、もう ひとりは ほいくえん

です。

Ｂ：では、がっこうや ほいくえんが ちかい ほうが いいですね。

Ａ：そうですね。それから、やちんは ７まんえん ぐらいが いいんですが…

Ｂ：３DK で ７まんえん ですか… えっと、これは いかがですか。

Ａ：ちょっと ふるい ですね。もうすこし あたらしい アパートは

ありませんか？

Ｂ：おまちください。えっと、これは どうですか。ちく ５ねん です。

Ａ：いいですね。ほいくえんも ちかい ですね。けんがく できますか？

Ｂ：はい。いまからでも だいじょうぶ です。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

～を さがして いるんですが

なんにん かぞくで いらっしゃいますか

どの あたり

どの ぐらい

～ほうが いい です

３DK

やちん

ちく ５ねん

けんがく

３．ふどうさんやさんで つかう ことばを べんきょう しましょう。

1 まどり 2 ちゅうかいてすうりょう

3 しんちく 4 ぶんじょう

5 しききん 6 ちんたい

7 れいきん 8 まえやちん

9 やちん 10 もくぞう

11 こうきょうりょうきん 12 じついん

13 ちゅうしゃじょう 14 いんかんしょうめい

15 かんりひ 16 いっこだて
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４．「～より ～の ほうが」のいいかたを べんきょう しましょう。

8～10 は となりの ひとと かんがえて みましょう。

れい：わたしは カレーより ラーメンの ほうが いい です。

にほんでは サッカーより やきゅうの ほうが にんきが あります。

1 メロン すいか すき です

2 にちようび どようび つごうが いい です

3 えいご フランスご じょうず です

4 とおい ちかい いい です

5 ひでおくん ゆうじくん せが たかい です

6 レタス キャベツ やすい です

7 あられ チョコレート ふとります

8

9

10

５．まどりの みかたを べんきょう しましょう。

http://www.megasoft.co.jp/3d/madori/madori1.html より抜粋

ダイニング

トイレ

わしつ

せんめんじょ
よくしつ

キッチン

げんかん

リビング
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６．「～い」で おわる はんたいことばを かきましょう。9 と 10 は となりの ひとと

かんがえて みましょう。 れい：ふるい ⇔ あたらしい

1 ちかい

2 ちいさい

3 あまい

4 おいしい

5 うれしい

6 ひろい

7 さむい

8 ひくい

9

10

７．あなたは どんな まどりの いえ（へや）に すみたい ですか。

えを かいて はなして ください。
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第６回 「買い物 かいもの」

１．おみせでの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：てんいんさん

Ｂ：いらっしゃいませ。なにを おさがし ですか？

Ａ：はんそでの ワンピースが ほしいんですが…

Ｂ：こちらなど いかがでしょうか？

Ａ：いい いろ ですね。えりも かわいい ですね。それ、なんごう ですか？

Ｂ：９ごう です。

Ａ：９ごうは ちょっと…

Ｂ：おきゃくさま、だいじょうぶだと おもいますが…ごしちゃく されますか？

Ａ：はい。それから、これと、それと、あれも いい ですか？

Ｂ：もうしわけ ありません。いっかいに ３ちゃく まで です。

Ａ：じゃあ、おなじ もので ９ごうと 11 ごう、それと、この チェックの

ワンピースも。

Ｂ：かしこまりました。しちゃくしつは あちら です。

Ａ：ひちゃく？しちゃく？いいにくい ことば ですね。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

なにを おさがし ですか

はんそで／ながそで／しちぶそで

ワンピース

えり

なんごう

9 ごう／11 ごう

ごしちゃく

これと、あれと、それと

３ちゃく

チェック

かしこまりました

しちゃくしつ

３．したの ようふくの ぶぶんの なまえを かきましょう。
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４．ふくの がら（もよう）を おぼえましょう。うえと したを むすびましょう。

ほしがら チェック はながら ストライプ みずたま

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

５．かった しょうひんを かえしたり、こうかん して もらう とき、おみせの ひとに

どう いいますか。（しょうひんを かえす ⇒ へんぴん）

となりの ひとと れんしゅう しましょう。５の りゆうは となりの ひとと

いっしょに かんがえましょう。

【へんぴん】すみませんが、この しょうひん、きずが ありました。へんぴん したい んですが。

【こうかん】すみませんが、この ふく、べつの サイズに こうかん して いただきたい んですが。

へんぴん こうかん

1 こわれて いました 1 べつの がら

2 かずが たりませんでした 2 ちがう いろ

3 おなじものが いえに ありました 3 ながそで

4 あなが あいて いました 4 たけが みじかいもの

5 5
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６．かずの かぞえかたを かきましょう。みんなで いっしょに かぞえてみましょう。

くつ そく
いっそく、にそく、さんぞく、よんそく、ごそく、ろくそく、

ななそく、はっそく、きゅうそく、じゅっそく（じっそく）

えんぴつ

ノート

いす

りんご

いぬ

うし

とり

くるま

かみ

はし
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７．「～にくい」を べんきょう しましょう。

れい：これは いいにくい ことば です ⇒ いいます ＋ にくい

これは いいやすい ことば です ⇒ いいます ＋ やすい

かきます これは ( )( ) です。

はなします これは ( )( ) です。

のみます これは ( )( ) です。

たべます これは ( )( ) です。

みます これは ( )( ) です。

おしえます これは ( )( ) です。

８．あなたが にほんごで いいにくい（はつおん しにくい） ことばは なんですか。

ほかの ひとにも きいてみましょう。

９．にほんごの はやくちことばに ちょうせん しましょう。

・なまむぎ なまごめ なまたまご

・きつつき つつく つよくき

・あかぱじゃま あおぱじゃま きぱじゃま

・うらにわ には にわ にわ には にわ にわとりが いる

・かえるぴょこぴょこ みぴょこぴょこ あわせてぴょこぴょこ むぴょこぴょこ
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１０．スーパーで てんいんさんに 「きのこ」は なんしゅるい あるか きいて、

ねだんを しらべましょう。きのこは、やさいコーナーだけ ではなく、べつの

コーナーにも あるので、てんいんさんに あんない して もらいましょう。

きのこの なまえ どこの コーナー？ いくら？
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第７回 「銀行、ネット通販の便利な使い方

ぎんこう、ネットつうはんの べんりな つかいかた」

１．ぎんこうでの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ぎんこういん

Ａ：すみません。こうざを ひらきたいんですが、どうすれば いいですか？

Ｂ：ありがとうございます。では、この ようしに ごきにゅう ください。

Ａ：なにを かくんですか？

Ｂ：まず、こちらに、おなまえ、せいねんがっぴ、ごじたくの ごじゅうしょ、

おでんわばんごう、きんむさきの ごじゅうしょと おでんわばんごう、そして、

こちらに パソコンの メールアドレスを おねがい します。

Ａ：たくさん あるんですね。かんじは にがて ですから、すわって ゆっくり

かきます。

Ｂ：なにか おわかりに ならない ことが あれば、いつでも おこえを

おかけ ください。

Ａ：はい、わかりました。それから、ひつような ものは なんですか？

Ｂ：いんかんと、うんてんめんきょしょうか パスポートは おもち ですか？

Ａ：はい、うんてんめんきょしょうを もっています。

Ｂ：うんてんめんきょしょうは コピーを とらせて いただきますが、よろしい

でしょうか？

Ａ：はい。それから、おかねは いくら ひつよう ですか？

Ｂ：こうざを ひらく ばあい、さいてい 100 えん よきん して いただきます。

Ａ：100 えんで いいんですか？10,000 えん ぐらい いるのかと おもいました。

Ｂ：100 えん でも、10,000 えん でも、 もちろん けっこう です。

Ａ：あのう、ぎんこうは なんじ まで ですか？

Ｂ：まどぐちは ３じ まで です。

Ａ：あと 10 ぷん しか ない… かんじを かくのは じかんが かかります。

Ｂ：だいじょうぶです。ドアは しめますが、おきゃくさまは ごゆっくり おかき

ください。

Ａ：ああ、よかった。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

こうざを ひらく（かいせつ する）

ようし

ごきにゅう

せいねんがっぴ

ごじたくの ごじゅうしょ

きんむさきの ごじゅうしょ

おわかりに ならない ことが あれば

おこえを おかけ ください

いんかん

さいてい ⇔ さいこう

よきん

まどぐち

ごゆっくり

３．つぎの ことばの はんたいことばを かきましょう。れい：ちいさい ⇔ おおきい

1 いい

2 ひらく

3 にがて

4 すわる

5 さいてい



33

４．ぎんこうこうざ かいせつの もうしこみ ようしを かきましょう。

グリーン銀行口座開設申込用紙
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５．「～でも、 ～でも、 ～でも、 ～いいですよ」の いいかたを れんしゅう しましょう。

れい：Ａ：「なにを たべましょうか」 → （ ラーメン ／ カレー ／ なん ）

Ｂ：「わたしは ラーメン でも、カレー でも、なんでも いいですよ」

① 「どこに りょこう したい ですか」

（ きょうと ／ おおさか ／ どっち ）

② 「だれと いきたい ですか」

（ マルコさん ／ リーさん ／ だれ ）

③ 「いつ やすみ ますか」

（ にちようび ／ げつようび ／ いつ ）

④ 「なにを かいますか」

（ くだもの ／ ケーキ ／ なん ）

⑤ 「どの いろが いい ですか」

（ あか ／ ピンク ／ なにいろ ）

７．カタログショッピングの もうしこみを しましょう。

グリーンカタログショッピング 申込用紙
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第８回 「地域社会への参加とマナー

ちいきしゃかいへの さんかと マナー」

１．ゴミの すてかたに ついての かいわです。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：たかはしさん

Ａ：おはようございます。ちょっと、ゴミの こと、おきき しても いい ですか？

なごやしは ゴミの わけかたが むずかしい ですね。どうしたら いい

ですか？

Ｂ：「ゴミの ぶんべつ」って わかる かな？

Ａ：もえる ゴミと、もえない ゴミに わけます。

Ｂ：それだけじゃ ないんですよ。カンとかビンとか、リサイクルできる ゴミは

しげんゴミ です。たとえば、ペットボトル とか。

Ａ：そのまま すてても いいですか？

Ｂ：そのまま ポイすては だめ ですよ。いちど すいどうで すすいで、 みずを

きってから すてるのが いちばん いいですよ。

Ａ：すすぐ？

Ｂ：すこし みずを いれて、こうやって まわして、みずを すてるんですよ。

Ａ：はい、わかりました。

Ｂ：それから、たとえば ふるくなった じてんしゃを すてる ときは、500 えん、

ふるくなった ふとんは 250 えん ひつよう です。

Ａ：きっぷを かうんですか？

Ｂ：そうです。30 センチ より おおきい ごみは そだいゴミと いいます。

そだいゴミは、かってに すてては いけないんです。

「そだいゴミうけつけセンター」に いっしゅうかんまえに でんわして とりに

きて もらうんですよ。

Ａ：きっぷを かって、よやく して… ゴミは りょこう する みたいですね。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

ゴミの わけかた

ぶんべつ

もえる／もえない

リサイクル

しげんゴミ

すてる

ポイすて

すすぐ

みずを きる

きっぷ

かってに

よやく

りょこう

２．①あなたの くにの ゴミの すてかたと にほんの すてかたは ちがいますか。
どこが ちがうのか はなしてください。

②ゴミの すてかたで むずかしい ことは なんですか。はなしあい ましょう。

① ②
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３．みどりくの おまつり「なるみまつり」に ついて しって いますか。

①まいとし 10 がつ ちゅうじゅんに あります

②「だし」が でます

③「みこし」を かつぎます

④「しょうじょう」が こどもの あたまを なでます → げんきに そだちます

「だし・みこし」 「しょうじょう」

http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/ntok0071/list/CK2008102802100025.html より抜粋

４．つぎの おまつりの ことばは みぎの どれでしょう。せんを ひきましょう。

ちょうちん ・ ・

ゆかた ・ ・

きんぎょすくい ・ ・

やたい ・ ・

じんじゃ ・ ・
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５．ゆかたに ついて よんで、したの ①～⑤に 〇か ☓で こたえましょう。

きものは にほんの でんとう です。

でも、さいきん きものを きる ひとは すくなくなりました。

きものは きるのが むずかしい ですし、ねだんも Ｔシャツや ジーンズの

ように やすく ありません。せいじんしきや しちごさんの ときに きます。

でも、きものに くらべて ゆかたは、きらくに きる ことが できます。

そして、はなびたいかい、なつまつりや ぼんおどりなど、なつの あいだに

ゆかたを きる きかいは たくさん あります。

ゆかたを きて、うちわを もって、かみのけに はなを かざって、

あなたも おまつりに いって みませんか？

① さいきんでは、きものを きる ひとが へりました。（ ）

② きものは、せいじんしきの ときに きる ひとが おおい です。（ ）

③ きものの ねだんは ジーンズと おなじ くらい です。（ ）

④ きものは だれでも きらくに きることが できます。（ ）

⑤ なつの あいだの おまつりでは、きものを きる ひと より

ゆかたを きる ひとの ほうが おおいです。（ ）
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第９回 「公共交通機関の使い方と道案内

こうきょうこうつうきかんの つかいかたと

みちあんない」

１．マリアさんが みちを たずねて います。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：みちで であった だんせい

Ａ：すみません。ちょっと おしえて いただきたいんですが…

Ｂ：はい。

Ａ：ここから、グリーンびょういん へは どう いけば いい ですか？

Ｂ：あるくと たぶん 30 ぷん ぐらい かかりますよ。

Ａ：そんなに とおいんですか？

Ｂ：ええ、でも バスが あるから、それで いったら どうですか？

Ａ：そうですね。でも、バスのりばが わからないんですが…

Ｂ：この おうだんほどうの むこうがわに、みどりぎんこうって かいてある

たてもの、みえますか？

Ａ：はい。みえます。

Ｂ：その みどりぎんこうを みぎに まがると、はなやさんが あります。

その はなやさんの しょうめんに バスのりばが ありますよ。

Ａ：みどりぎんこうを みぎ、はなやさんの しょうめん…

Ｂ：そうです。びょういん までは だいたい 10 ぷん ぐらいですよ。

Ａ：そうですか。ごしんせつに ありがとう ございます。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

たぶん

バスのりば

おうだんほどう

むこうがわ

たてもの

みぎに まがると～

はなやさん

しょうめん

だいたい

３．みちあんないで つかう ことばを れんしゅう しましょう。

まっすぐ まがる あちらがわ・こちらがわ ～に そって

つきあたり しょうめん ～の むこう ちょくしん

うら みぎどなり ひだりどなり させつ・うせつ

みちあんないの ことばで しっている ことばを かきましょう
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４．おみせの なまえを かきましょう。⑨と⑩は となりの ひとと かんがえましょう。

れい：さかなを うっている おみせ ⇒ さかなやさん

①はなを うっている おみせ ⇒ ( )さん

②ことり、いぬ、ねこを うっている おみせ ⇒ ( )ショップ

③けしゴム、えんぴつを うっている おみせ ⇒ ( )さん

④くすりを うっている おみせ ⇒ ( )さん／( ストア)

⑤ようふくを せんたく してくれる おみせ ⇒ ( )さん

⑥つくえ、いすを うっている おみせ ⇒ ( )さん

⑦せんたくき、れいぞうこを うっている おみせ ⇒ ( )さん

⑧にく、ハムを うっている おみせ ⇒ ( )さん

⑨ を うっている おみせ ⇒ ( )さん

⑩ を うっている おみせ ⇒ ( )さん
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いきたい ばしょ みちじゅんの せつめい

1. みどりしみんびょういん(緑市民病院) 2. なるみこうえん(鳴海公園)

3. ありまつ【えき】(有松) 4. ちゅうきょうけいばじょう(中京競馬場)

5. ちどりこうえん(千鳥公園) 6. みどりがおかじどうしゃがっこう(緑ヶ丘自動車学校)

7. おおだかみなみしょうがっこう(大高南小学校) 8. もとほしざき【えき】(本星崎)

9. たきのみずちゅうおうこうえん(滝ノ水中央公園) 10. なるみ【えき】(鳴海)

みどりがおかじどうしゃがっこう

なるみこうえん

ありまつえき

５－１．となりの ひとと ペアになって、でんわで みちあんない して あげましょう。

◆しつもんするひと : あなたが いま いる ばしょを いって、みちを きいて
ください。

◆おしえるひと : p.39 でべんきょうした みちあんないの ことばを つかって
おしえて あげて ください。

https://maps.google.co.jp/より抜粋

「ききかたの れい」

いま、〇〇の 〇〇に いるんですが、〇〇 へは、

どう いけば いいですか？

⇒いま、おおだかみなみしょうがっこうの まえに

いるんですが、ちどりこうえんへは どう いけば

いいですか？

おおだかみなみしょうがっこう

たきのみず

ちゅうおうこうえん

みどりしみんびょういん

ちゅうきょうけいばじょう

ちどりこうえん

なるみえき

もとほしざきえき

５－２．したの 1～10 が ちずの どこに あるか さがしましょう
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６．ちずきごうを べんきょう しましょう。それぞれの きごうは なにを あらわして

いますか。したから えらんで かきましょう。

http://happylilac.net/tizukigo-test.pdf より抜粋



44

７．「なごやじょう」に いきたいです。でんしゃ、バス、ちかてつなどの のりもの、

あなたが いる ばしょから いくら かかるか（こどもりょうきんも）、

なんぷん かかるか、しらべましょう。

のりもの

のりものの ねだん
おとな りょうきん：

こども りょうきん：

じかん

にゅうじょうりょう
おとな りょうきん：

こども りょうきん：

そのた

名古屋城
なごやじょう

“Nagoya Castle”

名古屋城堡

Castelo de Nagoya

Castillo de Nagoya

나고야 성
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第 10 回 「擬態語や擬音語 ぎたいごや ぎおんご」

１．マリアさんと ケイコさんの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ｂ：KK さんって、ハンサム ねえ。

Ａ：ハンサムって、どういう いみですか？

Ｂ：おとこまえ とか、イケメンって いみですよ。

Ａ：ああ、イケメン、その ことばは よく しってます。

Ｂ：KK さんを テレビで みると、 むねが ドキドキ します。

Ａ：むね？ いたいんですか。だいじょうぶ ですか？

Ｂ：いたいんじゃ ないんです。ドキドキ…えっと、しんぞうが はやく

うごくって ことです。

Ａ：しんぞうって？

Ｂ：ハートのこと、ここのことよ。

Ａ：わかった。ケイコさんは、イケメンの KKさんが すきなんですね。

Ｂ：そう、そうなの。らいしゅう KK さんの コンサートに いくんです。

もう むねが ワクワク しちゃう。

Ａ：むねが ワクワク？ ドキドキじゃ ないんですか。

Ｂ：ワクワクは、はやく らいしゅうが きたら いいなあって いう いみ です。

Ａ：ケイコさんは、いま ワクワク ドキドキ してるんですね。

Ｂ：ええ、そのとおり です！

KK さん
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

ハンサム

おとこまえ

イケメン

むねが ドキドキ します

いたいんじゃ ないんです

しんぞう

むねが ワクワク しちゃう

はやく らいしゅうが きたら いいなあ

３．「～ちゃう／～ちゃった」の いいかたを べんきょう しましょう。

⇒ ～てしまいます・～でしまいます／～てしまいました・～でしまいました

⇒ ざんねん とか うれしい きもち です。めうえの ひとには つかいません。

れんしゅう しましょう。

れい：でんしゃに おくれて しまいます。 ⇒ でんしゃに おくれちゃう。

れい：メガネ こわして しまいました。 ⇒ メガネ こわしちゃった。

れい：もう マンガ よんで しまいました。 ⇒ もう マンガ よんじゃった。

れい：100 てん とって しまいました。 ⇒ 100 てん とっちゃった。

① この おかし、たべて しまいますよ。

② せんせいに おこられて しまいました。

③ かれから、ゆびわ、もらって しまいました。

④ いそぎましょう！ かいぎに おくれて しまいますよ。

⑤ あたらしい バッグ、かって しまいましたよ。
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３．つぎの ひょうげんに あなたの くにでは どんな 「おと」を つかいますか。

にほん あなたの くに

1 いぬの なきごえ ワンワン

2 ねこの なきごえ ニャーニャー

3 にわとりの なきごえ コケコッコー

4 うしの なきごえ モーモー

5 うまの なきごえ ヒヒーン

6 ドアを ノック する おと トントン／コンコン

7 かぜの おと ピューピュー

8 あめの おと ザーザー

9 かみなりの おと ゴロゴロ

10 はくしゅ する おと パチパチ

11 ハイヒールの かかとの おと コツコツ

12 とけいの おと カチカチ

13 でんしゃの おと ガタンゴトン

14 かみを やぶる おと ビリビリ

15 はさみで かみを きる おと チョキチョキ
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４．つぎの ひょうげんは どんな ときに つかうか かんがえて みましょう。

どんな とき

1 むねが ドキドキ します

2 むねが ワクワク します

3 のどが カラカラ です

4 かみのけが サラサラ しています

5 つかれて フラフラ です

6 でんきゅうが ピカピカ ひかって います

7 ゆびわが キラキラ ひかっています

8 なっとうが ネバネバ します

9 ゆかが ツルツル すべります

10 ふうせんが フワフワ とんでいます

11 さくらの はなびらが ヒラヒラ ちります

12 かめが ノロノロ うごきます

13 あかちゃんが スヤスヤ ねています

14 ごはんを モリモリ たべます

15 ごはんを ガツガツ たべます
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ポテトチップス

７．たべものの いろいろな ひょうげん です。したの えには どの ひょうげんが

あいますか。２つ つかっても いいです。

①もちもち しています。 どの しょくひん？( )

②しっとり しています。 どの しょくひん？( )

③カリカリ しています。 どの しょくひん？( )

④パリパリ しています。 どの しょくひん？( )

⑤こんがり しています。 どの しょくひん？( )

⑥フワフワ しています。 どの しょくひん？( )

⑦ホカホカ しています。 どの しょくひん？( )

⑧ふっくら しています。 どの しょくひん？( )

⑨サクサク しています。 どの しょくひん？( )

⑩あっさり しています。 どの しょくひん？( )

とうふ

ベーコン
シュークリーム

やきいも

オニオンリング
ケーキ

にくまん

しょくパン
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第 11 回 「TPO に適した言葉の違いと使い分け

TPO に てきした ことばの つかいかたと

つかいわけ」

１．マリアさんと ケイコさんの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ｂ：マリアさん、さいきん とても やせましたね。スリムに なりましたね。

Ａ：ケイコさん、なに じょうだん いってるんだよ。

Ｂ：あら、マリアさん、その いいかた すこし おとこっぽい ですよ。

Ａ：そうですか。うちで だんなさんが よく いいますけど…

Ｂ：おんなの ひとは、べつの いいかたを した ほうが いい ですね。

たとえば じょうだん いわないで、とか…

Ａ：なんとか「よ」、って いうのは おとこっぽい ですか？

Ｂ：「やめてよ」とか？ それは だいじょうぶ です。でも、なんとか「ぞ」は

つかわない ほうが いいかな。

Ａ：にほんごは おとこの ひとの ことばと おんなの ひとの ことばが

あるから、むずかしい ですね。それから、けいごも むずかしいぞ。

Ｂ：まあ、マリアさんったら！
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

やせました

スリム

じょうだん

おとこっぽい

べつの いいかた

けいご

３．TPO に あわせた いいかたを べんきょう しましょう。あと ひとつ かんがえましょう。

けっこんしき ごけっこん おめでとう ございます。いつまでも おしあわせに

しゅっさん いわい あかちゃんの ごたんじょう おめでとうございます

おみまい おだいじに なさって ください

おそうしき ごしゅうしょうさま です

がっこうの せんせい いつも おせわに なっています

４．ともだちの しゅっさん いわいの カードを かきましょう。

さん
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５．こどもが がっこうや ほいくえんを やすむ とき、せんせいに でんわ します。

Ａ：えんちょうせんせい ／ Ｂ：マリアさん

６．つぎの ことを でんわで つたえて ください。ひとりが せんせいの やくを、

ひとりが おうちの ひとの やくを しましょう。

クラス なまえ しょうじょう つたえる こと

１ みどりしょうがっこう ２ねん３くみ たなか だいき

39℃、げり、しょくよくが

ありません

おいしゃさんが ２，３にち

やすみなさいと いいました。

２ みどりほいくえん あかぐみ サノイ・エリカ

38.5℃、

きのうから せきが ひどい

いまから びょういんに

いきます。

３ みどりしょうがっこう １ねん２くみ リー・ナン １しゅうかん きこく します

げつようび から きんようび

まで おやすみ します。

４ みどりちゅうがっこう ３ねん３くみ まつだ えり インフルエンザ

けんさ しました。いっしゅうかん

おやすみ します。

Ａ：おはようございます。みどりほいくえん です。

Ｂ：おはようございます。あおぐみの さとうヒロトの はは です。

いつも おせわに なります。

Ａ：こちらこそ。

Ｂ：ヒロトが ねつを だして ひどく せきを しています。いまから びょういんに

つれて いきます。すみませんが、きょうは おやすみ させて ください。

Ａ：それは たいへん ですね。あおぐみの さかもとせんせいに つたえて おきます。

Ｂ：よろしく おねがい します。

Ａ：おだいじに なさって ください。

Ｂ：ありがとう ございます。
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７．かいしゃの じょうしに いいましょう。

８．たとえば、1 を どうりょうに いうとき 「ごめんね。ヒロト、ねつが でちゃったの。

きょう しごと やすみたいの。ごめいわく かけるけど、よろしくね」などと

いいます。

では、２，３，４は どのように いえば いいでしょうか。

となりの ひとと かいわ して みましょう。

2

3

4

1． しごとを やすみ ます ⇒ けっきん

もうしわけ ありませんが、ねつが たかいので、

やすませて いただきたいんですが…

２． おそく しごとに いきます ⇒ ちこく

もうしわけ ありませんが、あすの あさ こどもを

びょういんに つれて いくので、２じかん ちこく

させて いただきたいんですが…

３． はやく かえりたい です ⇒ そうたい

もうしわけ ありませんが、3 じ から ようじが

あるので、 そうたい させて いただきたいんですが…

マリアさん、まちがいが ありました。

４． あやまり ます

もうしわけ ありません でした。

にどと こんなことが ない ように、こんご きを つけます。
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第 12 回 「友だちとのコミュニケーション

ともだちとの コミュニケーション」

１．こうえんでの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：こうえんで であった おんなのひと

Ａ：かわいい おこさん ですね。おいくつ ですか？

Ｂ：６さい です。おたくは？

Ａ：４さい です。

Ｂ：おすまいは おちかく ですか？

Ａ：はい、こうえんの うらの アパートです。

Ｂ：さいきん ひっこされたんですか。

Ａ：はい。せんしゅう ひっこして きました。

Ｂ：そうですか。おたくの おこさんは ほいくえん ですか？

Ａ：ええ、みどりほいくえんに いっています。

Ｂ：うちと おなじ ですよ。うちは あかぐみ ですけど、 なにぐみ さん ですか？

Ａ：うちは あおぐみ です。

Ｂ：あら、もしかしたら、さかもとせんせい？

Ａ：はい、さかもとめぐみ せんせい です。

Ｂ：うちの こも きょねん めぐみせんせい でしたよ。

Ａ：そうなんですか。しんせつな せんせい ですよね。わたし ほいくえんの こと、

まだ なんにも わからないので、また、いろいろ おしえて ください。

Ｂ：ええ、うちは よく こうえんに きてる から、なんでも きいて くださいね。

Ａ：ありがとう ございます。たすかり ます。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

おたく

おちかく

うら

なにぐみ さん

たすかります

３．こうえんや ほいくえんなどで はじめて であった ひとと はなす とき、 なまえが

わからない ばあいは、「あなた」の かわりに 「おたく」を つかって、ていねいに

はなします。じぶんの かぞくの ことを はなす ときは 「うち」を つかいます。

となりの ひとと しつもんと こたえを かんがえて かいわしましょう。

れい：「おたくの おこさんは おいくつ ですか」⇒「うちの こは 6さい です」

しつもん こたえ

１ うちの こは 3 ねんせい です。

２ あなたは なんさい ですか

３ あのひとは あなたの だんな ですか

４ うちの かいしゃは みどりく です。

５ あなたは どこに すんで いますか
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４．こんなとき どう いいますか。はい／いいえ りょうほうの いいかたを れんしゅう
しましょう。ようちえんの ママとも との かいわです。
⑤～⑧を となりの ひとと かんがえて みましょう。

※ママとも：こどもの ともだちの おかあさんの こと

① 「らいしゅう もくようび いっしょに かいものに いきましょうよ」

はい 「ええ、ぜひ！」

いいえ 「ごめんなさい、そのひは こどもを はやく むかえに いかないと いけないの」

② 「あなたも ママさんコーラス はいらない？」

はい 「さそって くれて ありがとう。ぜひ！わたし、うた だいすき なの」

いいえ 「ごめんなさい。わたし あんまり うた、すきじゃないの」

③ 「この おりょうりの ほん かりても いい かしら」

はい 「もちろんよ。かえすのは いつでも いいから、ごゆっくり」

いいえ 「ごめんなさい。これ、まいにち つかってるの。ないと こまるのよ」

④ 「こんど、みどりスーパーに いく とき、いっしょに のせて いって くれない？

はい 「らいしゅうね。だいじょうぶよ。いっしょに いきましょう」

いいえ 「わたし さいきん みどりスーパーには いかないのよ。ほかの ひとに

おねがい して くれる？」

⑤ 「にちようび、 いっしょに カラオケに いかない？」

⑥ 「うちの こどもを はんにち あずかって いただけない？」

⑦ 「〇〇ちゃんが、うちの こどもの おもちゃ こわしちゃったのよ。 べんしょう

して いただきたいわ」

⑧ 「〇〇ちゃんが、うちの こどもと ケンカして あたまを たたいたのよ。

おたくの 〇〇ちゃんが わるいのよ」
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５．きせつの あいさつを れんしゅう しましょう。

それぞれの きせつの あいさつを ひとつ かんがえましょう。

はる

ずいぶん あたたかく なって きましたね。

そろそろ コートは いらない ですね。

ゴールデンウィークは どこか いかれますか。

( )

なつ

まいにち あつい ですね。

もう はんそでが ひつよう ですね。

なつやすみ、どこか りょこう しますか。

( )

あき

すずしく なって きましたね。

すっかり あき ですね。

ずいぶん すずしく なって かぜ ひきそう ですね。

( )

ふゆ

さむく なりましたね。

ことしも あと ○にち ですね。

おしょうがつは、はつもうでに いかれますか。

( )
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６．ねんまつねんしの あいさつを れんしゅう しましょう。ねんまつと ねんしの

あいさつを それぞれ あと ひとつ かんがえましょう。

ねんまつ

・もうすぐ ことしも おわりますね。

・おせちりょうりは つくりますか？

・ねんがじょうは かきましたか？

・よい おとしを！

・よい おとしを （おむかえ ください）。

・( )

ねんし

・あけまして おめでとう ございます。

・ことしも よろしく おねがい します。

・ことしは ○〇どし ですね。

・おしょうがつは たのしかった ですか？

・ふゆやすみは どこか いかれましたか？

・( )
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第 13 回 「各種申請書の書き方

かくしゅ しんせいしょの かきかた」

１．「くやくしょ しみんか」 での かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：くやくしょ しみんかの ひと

Ａ：すみません。せんしゅう みどりくに ひっこしてきたんですが、てつづきに

ついて おしえて いただけ ますか。

Ｂ：「てんにゅう」てつづきが ひつよう ですね。

Ａ：てんにゅう？ひっこしの こと ですか？

Ｂ：はい、よそから ひっこして みどりくに こられた ばあい、 「てんにゅう」と

いいます。ひっこしてから 14 か いないに てつづき して いただきます。

Ａ：いつかまえに ひっこして きました。

Ｂ：では、いぜんは どちらに おすまい でしたか？

Ａ：おおさか です。

Ｂ：では、てんしゅつ しょうめいしょは おもち ですか？

あ、「てんしゅつ」というのは…

Ａ：まえ すんでいた ところの しょうめいしょの ことですね。えっと、これですか？

Ｂ：そうです。これが ひつよう です。それから、まどぐちに こられた かたの

うんてんめんきょしょうも おだし ください。

Ａ：わたしの こと ですね？ はい。

Ｂ：おこさんは いらっしゃいますか？

Ａ：ええ。しょうがくせいと ほいくえんじ です。

Ｂ：では、あとで じどうてあての てつづきも して いって くださいね。

Ａ：わかりました。しょるいは こちらで いただけますか？

Ｂ：すみません。じどうてあては あちらの みんせいこどもか です。あ、それから、

14 か いないに がいこくじんとうろくの じゅうしょへんこうも おねがい

します。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

てつづき

おしえて いただけ ますか

よそから ひっこして～

てんしゅつ／てんにゅう

まどぐちに こられた かた

いぜん

どちらに おすまい でしたか

おもち ですか

おだし ください

みんせいこどもか

３．ひにちの よみかたを べんきょう しましょう。

にちようび 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

2013 ねん 11 がつ
１

ついたち

２

ふつか

３

みっか

４

よっか

５

いつか

６

むいか

７

なのか

８

ようか

９

ここのか

１０

とおか

１１

じゅういちにち

１２

じゅうににち

１３

じゅうさんにち

１４

じゅうよっか

１５

じゅうごにち

１６

じゅうろくにち

１７

じゅうしちにち

じゅうななにち

１８

じゅうはちにち

１９

じゅうくにち

２０

はつか

２１

にじゅういちにち

２２

にじゅうににち

２３

にじゅうさんにち

２４

にじゅうよっか

２５

にじゅうごにち

２６

にじゅうろくにち

２７

にじゅうしちにち

にじゅうななにち

２８

にじゅうはちにち

２９

にじゅうくにち

３０

さんじゅうにち



61

４．月（がつ、つき）と 日（にち、ひ、か）のかんじの かきかたを れんしゅう

しましょう。

月
月 月 月

日
日 日 日

http://www.winttk.com/kakijun/1/10018.htm
http://www.winttk.com/kakijun/1/10066.htm

５．p.59 の カレンダーは 11 月の カレンダー です。11 月 3 日と 23日は きめられた

やすみの日（しゅくじつ）です。つぎの しつもんに こたえを かきましょう。

① 11 月 3 日は なんの日 でしょうか。( )

② 11 月 4 日は どうして やすみ でしょうか。( )

③ 11 月 23 日は なんの日 でしょうか。( )

④ 「おおみそか」は なん月 なん日 でしょうか。( )

⑤ 「がんたん（がんじつ）」は なん月 なん日 でしょうか。( )

⑥ あなたの くにの 「しゅくじつ」を おしえて ください。
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６．あなたと あなたの かぞくの たんじょうびは なん月 なん日 ですか。

日にちの よみかたも かきましょう。

れい：わたし ８月４日 はちがつ よっか

７．ていねいな ばしょの しじについて べんきょう しましょう。

「こっち」は 「ここ」と おなじ いみ です。「こっち」は 「こちら」が ていねいな いいかた です。

「そっち」は 「そこ」と おなじ いみ です。「そっち」は 「そちら」が ていねいな いいかた です。

「あっち」は 「あそこ」と おなじ いみ です。「あっち」は 「あちら」が ていねいな いいかた です。

「どっち」は 「どこ」と おなじ いみ です。「どっち」は 「どちら」が ていねいな いいかた です。

つぎの①～④を ていねいな いいかたで いって みましょう。

れい：しみんかは どっち？ ⇒ しみんかは どちら ですか？

① しみんかは こっち だよ。

② でぐちは あっちに あるよ。

③ そっちは 「たちいりきんし」 なんだよ。

④ じどうてあての てつづきは こっちで すれば いいの？ あっち？ どっち？
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７．じどうてあての てつづきの しょるいを かきましょう。

じぶんの こどもの なまえでも いいです。

http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-3-9-2-0-0-0-0-0-0.html より抜粋
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８．ゆうちょぎんこうの こうざふりかえいらいしょを かきましょう。

９．ぜいきんに ついて しりましょう。

みなさんは いろんなところで ぜいきんを はらっています。

かいものに いけば 「しょうひぜい」を はらいます。

かいしゃで はたらいている ひとは、「しょとくぜい」が きゅうりょうから まいつき

ひかれています。

【ねんまつ ちょうせい】

「しょとくぜい」は まいつき きゅうりょうから ひかれていますが、

「ねんまつ ちょうせい」は、 1 がつから はらってきた 「しょとくぜい」を

もういちど けいさん することです。

みどりしょうがっこう
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「ねんまつ ちょうせい」は、 12 がつに します。

「ねんまつ ちょうせい」は、かいしゃが してくれます。

かいしゃで ねんまつちょうせいを しないと、3 がつ 15 にちまでに じぶんで

「かくてい しんこく」をしないと いけません。

「かくていしんこく」は、ぜいむしょに いって おこないます。

たくさんのひとが おなじときに ぜいむしょに いきますので、 てつづきに とても

じかんが かかります。

１０．あなたが いま ぜいきんに ついて しりたい ことは なんですか。
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第 14 回 「仕事を探す しごとを さがす」

１．「ハローワーク」での かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ハローワークの ひと

Ａ：こんにちは。はじめて きたんですけど…

Ｂ：おしごとを おさがし ですね。

Ａ：ええ。ちかくで できる しごとを さがしています。

Ｂ：では、あなたが いままで してきたこと、いま できること、これから

やりたい ことに ついて おしえて ください。

Ａ：いままでの しごと ですか。にほんに きた ときは、こうじょうで はたらいて

いました。

Ｂ：どんな こうじょう ですか？

Ａ：おにぎりや おべんとうを つくる こうじょう です。そのあとは、スーパーで

やさいを きったり、くだものを パックに つめたり する しごとを

していました。

Ｂ：いまは いかが ですか？どんな じょうけんで はたらきたい ですか？

Ａ：いまは、けっこんして ちいさい こどもも ふたり いるので、できれば、

しゅう５日くらい、 いちにち ５じかん くらい はたらきたい です。

Ｂ：そうですか。パートですね。どんな おしごとが ごきぼう ですか？

Ａ：わたしは ポルトガルごが はなせるので、つうやくの ような しごとが

したいです。

Ｂ：わかりました。では、あちらの パソコンで、「なごやしみどりく、しゅう５日、

パート、いちにち ５じかん、つうやく」と いう ことばで けんさく

してみて ください。にゅうりょくほうほうで わからないことが あったら

こえを かけて くださいね。

Ａ：わかりました。ありがとう ございます。



67

２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

おさがし ですね

やりたいこと

パックに つめる

じょうけん

パート

どんな おしごとが ごきぼう ですか

つうやく

けんさく

にゅうりょくほうほう

３．しごとに ついて、あなたが いままで してきたこと、いま できること、

これから やりたいことに ついて かきましょう。

いままで してきた こと

いま できる こと

これから やりたいこと
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４．あなたが はたらける じょうけんに ついて かきましょう。

しゅう なんにちかん

なんじから

なんじまで

ばしょ

どんな しごと

なにで いく

きぼうする じきゅう

そのた

５．インターネットを つかって 「ハローワーク」で あなたが したい しごとの

「きゅうじんひょう」を いんさつ しましょう。

URL：http://www.jobstock.jp/hellowork/pref_23.htm

どんな しごとが ありましたか。メモ しましょう。

かいしゃのなまえ ばしょ しごとの ないよう きゅうりょう そのた
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６．年（ねん・とし）の かんじの かきかたを れんしゅう しましょう。

年年
http://www.winttk.com/kakijun/1/10068.htm

７．しごとを さがす ときに かく しょるいは、せいれきか しょうわ・へいせいか

どちらかに します。2004 年 から 2011 年 まで、 へいせい〇〇年を かきましょう。

1970 年 しょうわ 45 年 1975 年 しょうわ 50 年

1980 年 しょうわ 55 年 1985 年 しょうわ 60 年

1980 年 へいせい 1 年 1990 年 へいせい 2 年

2004 年 2005 年

2006 年 2007 年

2008 年 2009 年

2010 年 2011 年

2012 年 へいせい 24 年 2013 年 へいせい 25 年
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８．あなたの けいれきを せいれきと しょうわ・へいせいで けいさん して、

「年、月、日」で かきましょう。

せいれき しょうわ・へいせい

せいねんがっぴ

しょうがっこう そつぎょう

ちゅうがっこう そつぎょう

こうとうがっこう にゅうがく

こうとうがっこう そつぎょう

さいしょの しごと

つぎの しごと

そのた

９．いままで どんな しごと・アルバイトを して きましたか。

かんたんに せつめい しましょう。

かいしゃの なまえ いつから いつ まで ないよう
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１０．ハローワークに とうろく する ときの 「きゅうしょくひょう」を かきましょう。
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１１．しごとを さがすとき 「りれきしょ」が ひつようです。りれきしょに ついて

べんきょう しましょう。 https://www.hellowork.go.jp/member/career_doc01.html より抜粋

◆ だいじなこと ◆

① じょうずな じで なくても いいです。ていねいに かきましょう

② てがきの ばあいは、くろい ペンを つかいます

③ しゅうせいえきは つかわないで、もういちど かきなおします

④ りれきしょは コピーして つかいません

⑤ ねんごうは せいれきか へいせいか どちらかで かきます

⑥ ないようが おなじとき 「〃」は つかいません

⑦ おくるときの ふうとうは、しろか うすいちゃいろの ふうとうに します

⑧ ふうとうには 「みつおり」にして いれます
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１１－１．りれきしょを かく れんしゅうを しましょう。
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１１－２．りれきしょを かく れんしゅうを しましょう。
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１２．あなたの いい ところを ３つ アピールして ください。

【れい】わたしは ことし にほんごのうりょくけんてい N1 を じゅけん します。

わたしは きょねん にほんごのうりょくけんてい N2 に ごうかく しました。

わたしは まえの しごとで グループリーダーを して いました。

わたしは まえの しごとで しんじんに しごとを おしえて いました。

①

②

③

１３．したの えは どんな しょくぎょう でしょうか。みぎと ひだりを むすびましょう。

かんごし ・ ・

しょうぼうし ・ ・

じゅうい ・ ・

ふじんけいかん ・ ・

かいごし ・ ・
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第 15 回 「面接マナーと電話の仕方

めんせつマナーと でんわの しかた」

１．めんせつでの かいわ です。 Ａ：マリアさん ／ Ｂ：めんせつかん

Ｂ：さとうマリアさん ですね。おすわり ください。

Ａ：はい。しつれい いたします。よろしく おねがい いたします。

Ｂ：さとうさん、この かいしゃを しぼう した りゆうを はなして ください。

Ａ：はい、わたくしは、５年まえに にほんに きてから、こうじょうで はたらいて

きました。さいしょは ラインに いましたが、２年ごから しんじんの きょういくを

したり、グループリーダーを して きました。しゅっさんの ため、すこし

しごとを おやすみ しましたが、こどもが ほいくえんに いく ように なって、

しごとに ふっき したいと おもいました。

きょねん にほんごのうりょくけんてい N2 にも ごうかく して、にほんごと

ポルトガルごが できますから、ぜひ おんしゃの なんべいたんとうの ぶしょで

つうやくの しごとが したいと おもい、おうぼ いたしました。

Ｂ：はい、よく わかりました。さとうさん、あなたの ちょうしょは なんですか？

Ａ：はい、わたくしは あかるくて、きょうちょうせいが あります。また、せきにんかんが

つよくて、しごとに たいして まじめに とりくみます。

Ｂ：では、あなたの たんしょは なんですか？

Ａ：はい、あきっぽい ところです。

Ｂ：ほお、しごと でも そうですか？

Ａ：いいえ、ほんを よみはじめて、おもしろくないと すぐ べつの ほんを よんだり

します。

Ｂ：なるほど。ありがとう ございました。めんせつは これで しゅうりょう です。

けっかは らいしゅうちゅうに でんわで おしらせ します。おつかれさま でした。

Ａ：ありがとう ございました。しつれい いたします。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

おすわり ください

しぼうした りゆう

しんじんの きょういく

グループリーダー

ふっき

おんしゃ

なんべいたんとうの ぶしょ

おうぼ いたしました

ちょうしょ

きょうちょうせいが あります

せきにんかん

まじめに とりくみ ます

たんしょ

あきっぽい

なるほど

よみはじめて

けっか
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３．いままでに あなたは めんせつを うけた ことは ありますか。

めんせつの けいけんを はなして ください。
なにを きかれましたか、どんな しつもんが こまりましたか。
めんせつで たいせつな ことは なんですか。はなしあいましょう。

４．かいしゃに でんわを かけましょう。Ａ：マリアさん ／ Ｂ：かいしゃの ひと

Ａ：ハローワークで きゅうじんひょうを はいけんした さとうマリアと もうします。

さいようごたんとうの かたは いらっしゃい ますか。

Ｂ：はい、わたくしが たんとうの さかもと です。

Ａ：おいそがしい ところ もうしわけ ありません。おんしゃに おうぼ させて

いただきたく、おでんわ させて いただきました。

Ｂ：そうですか。では、まず、りれきしょを おおくり ください。

Ａ：はい、わかりました。きょうじゅうに とうかん いたします。おいそがしい ところ

しつれい いたしました。

すうじつご

Ｂ：さとうマリアさんの けいたい ですか。

Ａ：はい。さとう です。

Ｂ：〇〇しゃの さかもと です。りれきしょ はいけん しました。ぜひ めんせつに

きて いただきたいのですが…

Ａ：はい。ありがとうございます。

Ｂ：では、あさっての ごぜん 10 じは いかがですか。

Ａ：たいへん もうしわけ ありません。あいにく、その じかんは つごうが つきません。

ごごは いかが でしょうか。

Ｂ：ごごは べつの ひとの めんせつが あるので…うーん、しあさっては どうですか。

Ａ：しあさって、きんようび ですね。はい。だいじょうぶ です。なんじごろ おうかがい

すれば よろしい でしょうか。

Ｂ：では、ごご 3 じに きて ください。

Ａ：はい、わかりました。おうかがい いたします。おいそがしい ところ、ありがとう

ございました。よろしく おねがい いたします。

５．かいしゃに めんせつのひを きめる でんわを しましょう。

ひとりが めんせつかんの やくを しましょう。
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６．めんせつで たいせつな ことを まとめて みましょう。

６－１．ようふく

６－２．マナー

・ドアの ノックは ゆっくり ２かい します

・めんせつかんが 「どうぞ」と いったら、はいります

・へやに はいる とき、「しつれいいたします」と いいます

・めんせつかんが 「どうぞ おかけ ください」と いうまで、まっています

・いすに すわるまえに 「よろしく おねがい いたします」と げんきよく いいます

・しつもんが よく わからないときは、「すみません、もう いちど おねがい します」と

いいます

・めんせつかんの めではなく、ネクタイの むすびめを みましょう

・おわったら、「ありがとうございました」と ゆっくり いいます

６－３．おじぎ

だんせい：

・グレー、こん、くろの スーツ

・しろい シャツ

・がらの ない ネクタイ

・ひげを そる

・かみのけは みみに かからない ように

・けっこんゆびわ いがいの アクセサリーは はずす

じょせい：

・グレー、こん、くろの スーツ

・しろい シャツ

・くろい くつ

・まえがみは めが かくれない ように

・けっこんゆびわ いがいの アクセサリーは はずす

だんせい：

・りょうてを ぴったり そろえます

・45 どの かくどで おじぎ します

・1 びょうかん そのまま とまります

・ゆっくり からだを おこします

じょせい：

・りょうてを かるく まえで くみます

・45 どの かくどで おじぎ します

・1 びょうかん そのまま とまります

・ゆっくり からだを おこします
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６－４．いすに すわります

７．３にんで めんせつの れんしゅうを しましょう。

ふたりが めんせつかんの やくを しましょう。つぎの ことを ききましょう。

めんせつを うける ひとは こたえを かんがえて おきましょう。

１ じこしょうかいを おねがい します

２ あなたの ちょうしょ・たんしょを きかせて ください

３ じこアピールを してください

４ いままでの けいれき・しょくれきを きかせて ください

５ この しごとに おうぼ した りゆうは なんですか

６ しごとで たいせつな ことは なんだと おもいますか

７ さいきん かんしんの ある ニュースは なんですか

８ あなたから わたしに なにか しつもんは ありますか

だんせい：

・ふかく すわりません

・てを にぎって、ひざの うえに おきます

・あしは あまり ひろげません

じょせい：

・ふかく すわりません

・てを そろえて、ひざの まんなかに おきます

・ひざを かならず そろえます
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第 16 回 「日本の歌 にほんの うた」

１．「ふるさと」についての かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ｂ：マリアさんの ふるさとは どこ ですか？

Ａ：ふるさと？

Ｂ：ええ、マリアさんは ブラジルの どこで うまれて そだったの？

Ａ：わたしは パラしゅうの ベレンって ばしょで うまれて、にほんに くる まで

すんでいました。

Ｂ：そこが マリアさんの ふるさとね。どんな ところ ですか？

Ａ：アマゾンがわと ジャングルが あります。

Ｂ：しぜんが たくさん あるんでしょうね。わたしは、ながのけんで

そだったんです。やまも かわも あって、くうきが きれいで…。

Ａ：ベレンは あめが よく ふります。こっちで あめのひは ふるさとの ことを

おもいだして… りょうしんや きょうだいや ともだち、げんきかなあって…。

Ｂ：そうだ！マリアさん、にほんに 『ふるさと』っていう うたが あるんだけど、

きいた こと あるかしら？ マリアさんの きもちに ぴったりよ。

Ａ：きいたこと ありません。ケイコさん、うたって ください。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

ふるさと

そだった

ジャングル

しぜん

くうき

りょうしん

ぴったり

３．どうよう（むかしから ある にほんの うた）『ふるさと』に ついて です。

http://video.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E7%AB%A5%E8%AC%A1+%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81

%95%E3%81%A8&st=youtube 【NHK みんなの童謡】に歌唱

♪ ～ １ ～ ♪

うさぎ おいし かの やま

こぶな つりし かの かわ

ゆめは いまも めぐりて

わすれがたき ふるさと

♪ ～ ２ ～ ♪

いかに います ちちはは

つつがなしや ともがき

あめに かぜに つけても

おもい いずる ふるさと

♪ ～ ３ ～ ♪

こころざしを はたして

いつの ひにか かえらん

やまは あおき ふるさと

みずは きよき ふるさと

１．【いみ】

うさぎを おいかけた やま

さかなを つった かわ

いつも ゆめの なかで みます

わたしは ふるさとを わすれません

２．【いみ】

おとうさん、おかあさん、おげんき ですか

なつかしい ともだち、おかわり ありませんか

あめのひ、かぜが つよいひ、わたしは いつも

ふるさとを おもいだします

３．【いみ】

おみやげを たくさん もって

いつか かえります

それまで、ふるさとの みどりの やま、

あおい かわ、かわらないで ほしいです
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４．あなたの ふるさとに ついて、はっぴょうして ください。こくばんに かんたんに
ちずを かいて せつめい ください。ほかの ひとは かならず ひとつ しつもんを
かんがえて、きいて ください。

あなたが うまれた ばしょ

ちいさい ときに すんで いた ばしょ

しぜんに ついて

ひとびとに ついて

なにが ゆうめい？

おいしい たべもの

そのた

ち

ず

はっぴょう した ひと への しつもん はっぴょう した ひと への しつもん
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４．にほんの どうよう です。（ ）の なかに はいる ことばを かんがえ ましょう。

『ゆき』

http://video.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E9%9B%AA%E3%82%84%E3%81%93%E3%82%9

3%E3%81%93 に歌唱あり

１． ゆきや こんこ、あられや こんこ

ふっては ふっては ずんずん つもる

( )も のはらも わたぼうし かぶり、

かれき のこらず ( )が さく

２． ゆきや こんこ、あられや こんこ

ふっても ふっても まだ ふりやまぬ

( )は よろこび にわ かけまわり、

( )は ( )で まるくなる

５－１．あなたの すきな にほんの うたは なんですか。

１ばんの かしを かいて いみも しらべて ください。

１ばんの かし
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５－２．かしの いみを かきましょう。

１ばんの かしの いみ

５－３．あなたが ５－１．で えらんだ うたは どうして すきですか。ひとりずつ

りゆうを はっぴょう しましょう。

６．どの うたを クラスで うたうか とうひょうして きめましょう。

どの うたが すき？
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７．あなたの くにの うたを しょうかい してください。
あなたの くにの ことばで かしを かいて ください。
つぎに いみを かんたんに にほんごで せつめいして みなさんの まえで
うたって ください。

1 ばんの かし （あなたの くにの ことばで）

いみ （にほんごで）
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第 17 回 「日本の季節行事、日本文化

にほんの きせつぎょうじ、にほんぶんか」

１．「おせちりょうり」に ついての かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ｂ：あと 10 日で ことしも おわりですね。

Ａ：いちねんが とても はやい ですね。

Ｂ：そうですね。10 日の あいだに クリスマスと おおみそかと おしょうがつが

あって いそがしい ですね。

Ａ：わたしの いえは、 わたしも おっとも ブラジルから きたので、あまり

にほんの おしょうがつの ことは しりません。

Ｂ：おおみそか までに おせちりょうりを つくります。

Ａ：おせちりょうり？

Ｂ：おしょうがつに たべる りょうりの ことを おせちりょうりって

いうんですよ。

Ａ：スーパーで みました。たまごやき、かまぼこ…あと、くろいまめとか くりの

おまんじゅう みたいな ものも うって いました。

Ｂ：ええ、たくさん しゅるいが あるんですよ。でも、いまでは いえで つくる

より、スーパーで かう ひとの ほうが おおく なりましたね。

Ａ：ことしは ぜひ ひとつ おせちりょうりを つくりたい です。

ケイコさん、おしえて いただけ ませんか？

Ｂ：いいですよ。じゃあ、くりの おまんじゅうみたいな 「くりきんとん」を

いっしょに つくりましょうか？

Ａ：にほんの くりは おいしいですから、たのしみ です。よろしく おねがい

します。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

おおみそか

おせちりょうり

かまぼこ

くり

おまんじゅう

しゅるい

くりきんとん

３－１．おせちりょうりに ついて べんきょう しましょう。

むかしは、おしょうがつの みっかかんは おみせが おやすみ でした。

むかしは、コンビニエンスストアも スーパーも なかったので、ひもち する

しょくひんで つくりました。

※ひもち：みっかかん ぐらい れいぞうこに いれなくても たべられる こと

①たつくり／たづくり

②くろまめ
⑤こぶまき

⑥だてまきたまご

⑦くりきんとん

③かまぼこ

④かずのこ
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３－２．おせちりょうりの いみに ついて よみましょう。

1 たつくり／たづくり おこめが たくさん とれる ことを ねがい ます

2 くろまめ げんきに（まめに） くらす ことを ねがい ます

3 （こうはく）かまぼこ こうはく（あかしろ）は、おいわいの いろ です

4 かずのこ こどもが たくさん うまれる ことを ねがい ます

5 こぶまき よろ【こぶ】。かぞくの しあわせを ねがい ます

6 だてまきたまご かぞくが しあわせに なる ことを ねがい ます

7 くりきんとん おかねもちに なれる よう ねがい ます

４．「くりきんとん」の つくりかた です。

５．りょうりに つかう ことばを べんきょう しましょう。ほかにも ありますか。

ちょうりほうほう きりかた ガスのひ

やく いためる あげる

にる むす ゆでる

むく せんぎり

わぎり ざくぎり

きざむ

よわび ちゅうび

つよび

①かわを むいた さつまいもを 3 センチの

わぎりに します。

②すこし みずを いれて、くちなしの みも いれて、

さつまいもが やわらかく なるまで にます。

③レトルトのくり、びんづめの くり、びんの なかの

シロップ、さとう、みりんを いれて、にます。

④みずが なくなるまで こげないように にます。

☆ ざいりょう ☆

さつまいも １ぽん

レトルトの くり １ふくろ

びんづめの くり １ぽん

くちなしの み ２こ

みりん 100cc

さとう １スプーン
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６．あなたが とくいな りょうりは なんですか。

つくりかたを はなして ください。

りょうりの なまえ

ざいりょう

つくりかた

りょうりの え

７．みぎの ぎょうじは いつの ぎょうじか ひだりの ひょうに いれましょう。

はる

なつ

あき

ふゆ

そつぎょうしき おしょうがつ

あきまつり ぼんおどり

クリスマス しちごさん

にゅうがくしき ちちのひ

おつきみ ぼうさいのひ

なつまつり おはなみ

はなびたいかい おおみそか

まめまき こどものひ

バレンタイン ひなまつり

ははのひ たなばた

けいろうのひ せいじんしき
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８．あなたの くにの ねんまつ・ねんしの すごしかたに ついて みなさんの まえで
はなして ください。
そして、どの くにでの すごしかたが いいか ランキングして、りゆうも
はなして ください。

あなたの くにの すごしかた

どの くにの すごしかたが いい？

１．

２．

３．

りゆう

１．

２．

３．
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第 18 回 「旅行や施設の予約・問い合わせ

りょこうや しせつの よやく・といあわせ」

１．「ちいきコミュニティセンター」の ひととの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：コミュニティセンターの ひと

Ａ：こんにちは。こちらの ちょうりしつの よやくを したいんですが…

Ｂ：ごりよう日
び

は いつ ですか？

Ａ：らいげつ、11 日 です。

Ｂ：その日は、ごぜん 11 じから ごご 2 じ まで あいて います。

Ａ：ああ、よかった。ちょうど その じかんを よやく したいと おもって

いました。

Ｂ：なんにん ぐらい りよう されますか？

Ａ：たぶん、10にん ぐらい です。

Ｂ：そうですか。１じかん 1500 えん ですから、3 じかんで 4500 えん です。

Ａ：わかりました。えっと、ちょうりしつには おなべとか、フライパンとか、しょっきは

ありますか？

Ｂ：はい、きほんてきな ちょうりどうぐは あります。せんざいも おさらを あらう

スポンジも ありますよ。

Ａ：では、こちらで ようい する ものは…

Ｂ：なごやしの ゴミぶくろは ひつようですね。ゴミは すべて もちかえって

いただきます。

Ａ：わかりました。それから、たまごや ぎゅうにゅうなど、まえの 日に れいぞうこに

いれて おく ことって できますか？

Ｂ：はい、もし そのときに りようしゃが いなかったら、だいじょうぶ ですよ。

Ａ：ありがとうございます。

http://www5.ocn.ne.jp/~ohodaka/info/info-0903-b.jpg より情報取得
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２．あたらしい ひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

ちょうりしつ

よやく

ごりよう日

おなべ

フライパン

しょっき

きほんてきな

ちょうりどうぐ

せんざい

スポンジ

もちかえって

りようしゃ

３．「～て おきます」の つかいかたを べんきょう しましょう。
「～て おきます」は おもに、 じゅんびする とき つかいます。
れい：あした ケーキを つくるから、たまごを かって おきます。

を ただしい かたちに して （ ）に かきましょう。

①くにに かえる から、チケットを よやくします。 ( )

② おきゃくさんが くるから、ワインを かいます ( )

③ テストが あるから、ふくしゅうします。 ( )

④ たいふうが くるから、かいちゅうでんとうを よういします。

( )

⑤おひる まで かいぎ だから、あさごはんを たくさん たべます。

( )
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４．「こうきょうしせつ」は どれですか。ただしい ものに ○を しましょう。

①きゅうしょくセンター ( )

②パンやさん ( )

③コンビニエンスストア ( )

④ケーキやさん ( )

⑤しょうがっこう ( )

⑥はいしゃさん ( )

⑦ほけんセンター ( )

⑧コミュニティセンター ( )

⑨くやくしょ ( )

⑩びよういん ( )

５．あなたが いままで りよう した ことが ある 「こうきょうしせつ」は どこ ですか。
いつ、どんな とき りよう したのか、はなして ください。

こうきょうしせつの なまえ いつ、どんな とき りよう しましたか？
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６．あなたは、「おおだかちいきコミュニティセンター」の 「たもくてきしつ」か「わしつ」の
よやくが したい です。
センターで いかの ことを いって よやく しましょう。
そのとき、センターの ひとから ちゅうい じこうも ききましょう。

日にち 2 月 10 日

じかん 10 じから 13じまで

もくてき しょどうきょうしつを ひらきます

にんずう 10 にん ぐらい

きをつける ことは なにか センターのひとに きく

そのた ききたい こと

７．「らくてんトラベル」「ぐるなび」などのサイトで、りょこうの ツアーを さがしましょう。
いきたい ところを かんがえましょう。じょうけんを いれて けんさく しましょう。

ばしょ

なん月なん日から

なん月なん日まで

にんずう

（おとな）

（こども）

よさん

ひこうき？でんしゃ？くるま？

ホテルの へやは きんえん？きつえん？

しょくじ つき？しょくじ なし？

そのたの じょうけん
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８．あなたが いままで りょこうに いった ばしょに ついて ３ぷんかん スピーチを
して ください。

ばしょ（くに）

いつ

だれと

なにを しましたか？

なにが たのしかった ですか？

なにが おいしかった ですか？

おみやげは なにを かいましたか？

そのた

スピーチの れい：いまから、わたしが りょこうで いった おきなわについて スピーチします。5年まえの なつに

ともだちと 3にんで いきました。とても あつかった ですが、いままで あんなに きれいな すなはまと うみを

みた ことは ありません。ダイビングと シュノーケリングを しました。まっくろに ひやけ しました。

それから、なごやでは たべたことが ない きれいな いろの さかなを たべました。おみやげに、ほしの かたちを

した すなを かいました。こんどは かぞくで いきたい です。

スピーチのメモ
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第 19 回 「郵便・宅配便の利用方法

ゆうびん・たくはいびんの りようほうほう」

１．マリアさんと ゆうびんきょくいんとの でんわでの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ゆうびんきょくいん

Ａ：きょう、「ゆうびんぶつとうおあずかりおしらせ」が ポストに

はいっていたんですが…

Ｂ：おでんわ ありがとうございます。では、おしらせばんごうを おねがい します。

Ａ：１２３－４５６７です。

Ｂ：ゆうびんの しゅるいは なにに なって います でしょうか？

Ａ：こくさいこつづみ EMS です。

Ｂ：はいたついんの なまえを おねがい します。

Ａ：かとうさん です。

Ｂ：はいたつにちじは おわかり でしょうか？

Ａ：えっと、きょうの ９じ ４０ぷん です。

Ｂ：さいはいたつの ごきぼう ですか？

Ａ：もういちど はいたつ して くれるんですね？

Ｂ：はい。ただ、いま ７じはん ですから、ほんじつの はいたつは しゅうりょう

いたしました。さいはいたつは あすの あさに なりますが…

Ａ：では、あす、ごご ２じすぎに おねがい します。

Ｂ：かしこまりました。おきゃくさまの おなまえ、ごじゅうしょ、おでんわばんごうを

おねがい します。

Ａ：さとうマリアです。じゅうしょは、なごやしみどりくみどりまち１の２の３、

でんわばんごうは、０９０－４５６７－８９１０です。

Ｂ：かしこまりました。わたくし、まつだゆうこが うけたまわりました。

Ａ：よろしく おねがい します。

Ｂ：おでんわ ありがとうございました。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

ゆうびんぶつとうおあずかりのおしらせ

おしらせばんごう

しゅるい

こくさいこつづみ EMS

はいたついん

はいたつにちじ

さいはいたつ

ただ～

しゅうりょう

かしこまりました

うけたまわりました

３．あなたは にほんの ゆうびんきょくを りよう しますか。
どんな とき りよう しますか。はなして ください。
にほんの ゆうびんきょく には いかの サービスが あります。

・ゆうびんの とりあつかい（きって、はがきの はんばい、こくさいゆうびん）

・ゆうちょぎんこう（ちょきん）

・ほけん（がくしほけん、せいめいほけん etc）

・ネットショップ（ぜんこくの めいひん、とくさんひんの はんばい）
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４．「ゆうびんぶつとうのおあずかりのおしらせ」に ついて

【ちゅうい】この おしらせを なくすと、といあわせが むずかしく なります。

たいせつに ほかん して おきましょう。

５．「着払（ちゃくばらい）」は、あいてが はいたつりょうきんを しはらう こと

おしらせばんごう

さしだしにん

ゆうびんの しゅるい

はいたついんの なまえ

はいたつにちじ

着
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６．「代金引換（だいきんひきかえ）」は、つうしんはんばいなどで かった しょうひんが

とどいた ときに、しょうひんの だいきんと はいたつりょうきんを しはらう こと。

７．たっきゅうびんの でんぴょうを かいて みましょう。

あいての じょうほう：

〒458-0000

☎090-123-4567

名古屋市緑区緑町 (なごやしみどりくみどりまち) 4-5

中田あかね様 (なかた あかねさま)

とどけたい日にちと

じかん

なかみの なまえ：

おかし、ほん、ふく、

おもちゃなど

あなたの
〒 ☎
じゅうしょ、
なまえ

【たいせつ】おといあわせばんごう
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８． はがきと ふうとうの あてながきは したの ように します。

９．あなたの くにの ゆうびんせいどに ついて おしえて ください。
にほんの ゆうびんせいどと おなじ ことは なんですか。
ちがう ことは なんですか。

あなたの くにの ゆうびんせいど には

どんな サービスが ありますか

にほんと おなじ こと

にほんと ちがう こと

様

△いちもじぶん あける

あいての なまえ「様(さま)」

じぶんの じゅうしょ

じぶんの なまえ

あいての じゅうしょ

ふうとうの おもて ⇒ あいての じゅうしょと なまえ

ふうとうの うら ⇒ じぶんの じゅうしょと なまえ
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第 20 回 「緊急事態への対処方法

きんきゅうじたいへの たいしょほうほう」

１．マリアさんと けいさつしょとの でんわでの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：けいさつかん

Ａ：もしもし。

Ｂ：はい、どうしましたか？ じけん ですか、じこ ですか？

Ａ：こうつうじこ です。

Ｂ：いま、げんば ですね？あなたの なまえと でんわばんごうを まず おしえて

ください。

Ａ：はい、さとうマリアです。でんわは ０９０－１２３－４５６７です。

Ｂ：さとうさん つうほう ありがとうございます。いま、どこに いますか？

Ａ：みどりこうえんの みなみがわ です。

Ｂ：もくげき された じょうきょうを くわしく はなして ください。

Ａ：はい、５ふんほど まえに…、とまっていた くるまに…むこうから きた

くるまが…ついとつ しました。

Ｂ：けがにんは いますか？

Ａ：ち、ち、が…おんなの ひとの…あたまが…

Ｂ：さとうさん！おちついて ください。

Ａ：はい、とまっていた くるまに のって いた おんなの ひとの あたまから

ちが たくさん でて います。

Ｂ：もう いちだいの くるまの うんてんしゅは どうですか？

Ａ：ショックで うごけない ようです。

Ｂ：つうほう ありがとうございました。いま、すぐ げんばに むかいます。

きゅうきゅうしゃも むかいます。さとうさん、もうしわけ ありませんが、

しばらく そこに いて ください。わたしは けいかんの よしだ です。

Ａ：はい、わかりました。はやく きて ください。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

きんきゅう

じけん

じこ（こうつうじこ）

げんば

つうほう

～の みなみがわ

もくげき

じょうきょう

くわしく はなして ください

ついとつ

けがにん

ち

おちついて ください

ショックで うごけない よう です

～に むかいます

きゅうきゅうしゃ

しばらく

けいかん（けいさつかん・おまわりさん）



104

３．けいさつへの きんきゅう でんわばんごうは「１１０」
きゅうきゅうと しょうぼうしょの きんきゅう でんわばんごうは 「１１９」

・さいしょに かならず あなたの なまえと でんわばんごうを いって ください

⇒ けいたいでんわは、でんぱの じょうたいで、とちゅうで きれて しまう

ばあいが あります

・たいせつな ことは 「ただしく」「はっきり」 はなす こと です

・じけんや じこの ばあい、めじるしに なる たてものや おみせの なまえを

いいましょう

・もくげきしゃの あなたの なまえ、じゅうしょ、でんわばんごうを きかれます

４．つぎの ばあい、どのように つうほう しますか。
ひとりが しょうぼうしょ・けいさつの ひとに なって、ひとりが つうほうしゃに
なって ください。

けいさつ しょうぼうしょ きゅうきゅう

いつ ひるま いま ３ふんまえ

なに どろぼう かじ きゅうきゅうしゃ

ばしょ じぶんの いえ
み ど り こ う え ん の

となりの いえ
こうえん

じょうきょう

しごとから かえると、

ドアの かぎが こわされて

いました。

５まんえん、とけい、ゆびわ

パスポートが なくなって

いました。

い え の や ね か ら

ひが でて います。

ひだりどなりの

いえに ひが

うつり そうです。

こどもが ブランコ

から おちました。

お で こ か ら ち を

ながして います。

こえを かけても

こたえません。

そのた
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５．かんばんや ちゅういがきの いみを みんなで かんがえて みましょう。

ちゅういがき よみかた いみ

1 立入禁止 たちいりきんし

2 まぜるな危険 まぜるな きけん

3 駐車禁止 ちゅうしゃきんし

4 駐輪禁止 ちゅうりんきんし

5 右側通行 みぎがわつうこう

6 ポイ捨て禁止 ぽいすてきんし

7 禁煙 きんえん

8 工事中 こうじちゅう

9 修理中 しゅうりちゅう

10 使用禁止 しようきんし

11 飛び出し注意 とびだしちゅうい

12 足元注意 あしもとちゅうい

13 火気厳禁 かきげんきん

14 土足禁止 どそくきんし

15 かけこみ禁止 かけこみきんし

16 走るな危険 はしるなきけん

17 節電・節水 せつでん・せっすい

18 頭上注意 ずじょうちゅうい

19 スリップ注意 スリップちゅうい

20 ゆびづめ注意 ゆびづめちゅうい

ちゅういがき には、

「注意：ちゅうい」

「禁止：き ん し」

「危険：き け ん」

という ことばが

よく つかわれます
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６．じぶんの まわりの ちゅういがきを ５つ さがして みましょう。

ちゅういがき どこで みつけた？ いみ

１

２

３

４

５

７．あなたの くにの ちゅういがきの かんばんを ３つ しょうかい して ください。
あなたの くにの ことばで かいて、にほんごで せつめい して ください。

ちゅういがき いみ

１

２

３
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第 21 回 「冠婚葬祭のマナー（入学式・卒業式・結婚式・葬式）

かんこんそうさいの マナー（にゅうがくしき・

そつぎょうしき・けっこんしき・そうしき）」

１．けっこんしきに ついての かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ａ：ケイコさん、らいげつ、まえの かいしゃで どうりょう だった ひとの

けっこんしきに しょうたい されているんです。にほんで はじめて

けっこんしきに いくので、どんな ようふくを きたら いいのか、プレゼントは

なにを もって いったら いいのか わからないんです。

おしえて いただけ ますか。

Ｂ：けっこんしきの とき、およめさんは しろい ドレスを きる でしょう？

だから、おきゃくさんは しろい ふくを きない ほうが いいのよ。

Ａ：そうなんですか。しりませんでした。プレゼントは どうしますか？

Ｂ：えっと、マリアさん、まえの かいしゃの ひとたちは なんにんも しょうたい

されているの？

Ａ：ええ、なかが よかった ひとたちが あと ３にん です。

Ｂ：じゃあ、けっこん する ひとに なにが ほしいか きいて みて、プレゼントを

かって、４にんで わりかんに したら どうかしら。

Ａ：わりかんって、みんなで わける こと ですか？

Ｂ：ええ、もし ２まんえんの プレゼント だったら…

Ａ：ひとり ５せんえん ですね。

Ｂ：そうね。それから、しきじょうに ごしゅうぎ として ２まんえん もって いくと

いいわね。えっと、ごしゅうぎって いうのは、おいわいの おかねの ことよ。

Ａ：ええっ！？プレゼント あげて、そのうえ、２まんえんも ですか？

Ｂ：ええ、けっこんしきの ひろうえんは、しゃかいじんなら、ひとり ３まんえんが

そうばだって いわれているから…

Ａ：そうばって なんですか？

Ｂ：ふつう その ぐらい もっていくって いう いみよ。

Ａ：そうですか。しょうたい される のも なかなか たいへんですね…
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

どうりょう

しょうたい

およめさん ⇔ おむこさん

（はなよめ ⇔ はなむこ）

なかが よかった ひとたち

わりかん

しきじょう

ごしゅうぎ

おいわい

ひろうえん

しゃかいじん

そうば

そうばだって いわれて いる から

ふつう その ぐらい もって いく

しょうたい される のも～

なかなか
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３．おいわいの ときに おかねを いれる ふくろを 「しゅうぎぶくろ」と いいます。
ひだりの ふくろは リボンに なって います。なんど おいわい しても いいときに
つかいます。たとえば、しゅっさんいわい、しんちくいわい、にゅうがくいわい など。
みぎの ふくろは、おいわいが いちど だけの ほうが いい ときに つかいます。
たとえば、けっこんいわい、びょうきの おみまいの ときです。

おいわいの しゅるいを かきます

じぶんの なまえを かきます

おいわいのしゅるい

・けっこん (結婚)

・しゅっさん (出産)

・そつぎょう (卒業)

・にゅうえん (入園)

・にゅうがく (入学)

・しゅうしょく(就職)

・しんちく (新築)

あなたも しゅうぎぶろくに なまえを

かいて みましょう。

ふでペンか、くろい インクで たてに

かきます。

おいわいの ばあいは、「祝
しゅく

」を

かきます。

← これは「入学
にゅうがく

」のおいわい です。

おそうしきの ときは 「おこうでん

(御香典
お こ うで ん

)」と いいます。

うすい グレーの ペンで かきます。

じ
ぶ
ん
の

な
ま
え
を

た
て
に

こんなに ごうかな ものも

あります。

ふくろ だけで 1500 えん

ですが…

祝

入

学
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４．にゅうがくしき、そつぎょうしき、けっこんしき、おそうしきの ふくそう です。

だんせいは ネクタイを おいわいの ときは しろ、おそうしきの ときは くろに します。

じょせいは おそうしきの とき、くろい スーツ、くろい ストッキング、くろい くつに

します。

にゅうがくしき そつぎょうしき

にゅうがくしき、そつぎょうしき、けっこんしき、おそうしきの とき、べんりな

アクセサリーは、しんじゅの ネックレスです。 （2,000 えんぐらい ～ すうまんえん）

５．あなたの くにでは、けっこんしきの とき、おきゃくさんは どんな ふくを きますか。
おそうしきの ときは どんな ふく ですか。えを かいて、みんなに せつめい
しましょう。

けっこんしき おそうしき

にゅうがくしき、そつぎょうしき、けっこんしきの とき、べんりな もうひとつの

アクセサリーは、はなの コサージュです。 (1,000 えんぐらい ～ すうせんえん)

そつぎょうしき おそうしきけっこんしきにゅうがくしき

しんじゅのネックレス はなのコサージュ
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６．２月２２日は、「しゅうりょうしき」です。しゅうりょうしきの あとで、せんせいや

ボランティアの かたに かんしゃする パーティを ひらきます。
つぎのことを きめましょう。

きめること ないよう

1 パーティの しかいしゃ

2 つくえの いち

3 おりょうり

4 きょうしつの かざりつけ

5 そのた

７．パーティで マリアさんと ケイコさんが おりょうりに ついて はなして います。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ａ：ケイコさん、これ なんて いう なまえの おりょうり ですか？

Ｂ：これはね、「とりの たつたあげ」って いうのよ。

Ａ：からあげチキンとは ちがうんですね。すごく おいしい です！

Ｂ：ありがとう。からあげは こむぎこを つかう でしょう？たつたあげはね、

かたりこを つかうのよ。

Ａ：へえ？かたくりこ ですか。あれ、わたしの くに には ないんですよ。

Ｂ：にほんでは よく つかいますよね。

Ａ：わたしも にほんに きて はじめて しりました。すぶたを つくった とき

つかい ました。この たつたあげの つくりかた おしえて ください。

Ｂ：とりにくを ちいさく きって、 おしょうゆ、おさけ、しょうがで あじを

つけるの。そして、スーパーの ポリぶくろに とりを いれて、かたくりこを

バーって いれて、よく ふって、そのまま すぐに あぶらで あげるの。

Ａ：すぐ あげるんですね。

Ｂ：それが コツよ。

Ａ：コツ？

Ｂ：それが ポイントと いう いみよ。

Ａ：わあ、かんたん ですね。あした つくって みます。

わっかや ふうせんで

かざりつけますか？
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第 22 回 「語彙を増やす ごいを ふやす がくしゅう」

１．マリアさんと ケイコさんとの かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ａ：ふう、みどりこうえんは ひろいから、くさとりは たいへん ですね。

Ｂ：マリアさん、くさとりって あまり いわないわ。くさぬきとか くさむしりって

いいますよ。

Ａ：くさぬき ですか。にほんでは、 まちの ひとたちが みんなで こうえんの

くさぬきを するんですね。

Ｂ：そういうのをね、「まちぐるみ」って いうのよ。

Ａ：へえ、じゃあ、かぞくぜんいんで、 という ときは 「かぞくぐるみ」 ですか。

Ｂ：そう！マリアさん すごいわ。

Ａ：これ、 あたらしい ことば です。あ、たかはしさん、ごくろうさま です！

Ｂ：マリアさん…たかはしさんは ずっと としうえ だから、ごくろうさま じゃなくて、

おつかれさまの ほうが いいわよ。

Ａ：としうえには つかわないんですね。あ、ごめんなさいって、だれでも OK ですか。

Ｂ：あやまる ときよね。としうえには ごめんなさいより、もうしわけありません とか、

すみませんを つかうほうが いいわよ。

Ａ：なるほど。おなじ いみ でも、いろいろな つかいかたが あるんですね。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

くさぬき・くさむしり

まちの ひとたち

まちぐるみ・かぞくぐるみ

ごくろうさま・おつかれさま

あやまる

としうえ

ごめんなさい・すみません・

もうしわけありません

いろいろな つかいかた

３．おなじ いみでも いろいろな いいかたが ある ことばを べんきょう しましょう。

しょくごの あまい もの デザート、スイーツ

トイレ おてあらい、せんめんじょ

いえ うち、じゅうたく

どうろ みち、ほどう

すわる ちゃくせき、こしを おろす

うけとる もらう、いただく

わらう ほほえむ、にっこりする



114

４．おなじ いみでも ちがう いいかたが あります。ひだりの ことばの なかまでは
ないものは どれ でしょうか。ひとつ えらんで 〇で かこみ ましょう。
15 は となりの ひとと かんがえて はっぴょうして、 ほかの ひとたちは
こたえを かんがえ ましょう。

れい くるま じどうしゃ

1 おひや おみず こおり

2 いんかん ふでペン はんこ

3 おてふき ぞうきん おしぼり

4 れいぼう クーラー れいぞうこ

5 からあげ フライドチキン トンカツ

6 おひさま たいよう そら

7 おむすび だんご おにぎり

8 わしょく きゅうしょく にほんしょく

9 おあいそ おしはらい さいふ

10 ぞうり ブーツ サンダル

11 グラス ゆのみ コップ

12 きっさてん カフェ うどんや

13 やくば ゆうびんきょく やくしょ

14 せんせい きょうし かちょう

15

じてんしゃ
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５．からだの いちぶを つかった たくさんの ひょうげんを べんきょう しましょう。

それぞれ いみを しらべましょう。べつの ひょうげんを あと ２つ かきましょう。

からだ ひょうげん いみ

1 め

めと はなの さき

めは くちよりも ものを いう

2 て

てを きる

てが おそい

3 あし

あしを あらう

あしが ある／ない

4 くち

くちが かたい

くちが わるい

5 あたま

あたまが かたい

あたまの かいてんが はやい

６ つめ

つめに ひを ともす

つめの あかを せんじて のます
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６．２月２２日の しゅうりょうパーティの しょうたいじょうを つくりましょう。

かくこと ないよう

1 あてな

2 パーティの タイトル

3 日にち

4 じかん

5 ばしょ

6 もって きて もらう もの

7 そのた

７．しょうたいじょうの したがきを しましょう。
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７－１．しょうたいじょうを いれる ふうとうの あてながきを れんしゅう しましょう。

７－２．「様(さま)」を れんしゅう しましょう。 http://www.winttk.com/kakijun/3/30430.htm

様様

７－３．じつぶつを つかう まえに れんしゅう しましょう。(ひだり：あいて、みぎ：じぶん)

様

p.100 を もういちど

みてみましょう
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第 23 回 「表現力の向上と聞き取り練習

ひょうげんりょくの こうじょうと ききとり れんしゅう」

１．「むかしばなし」についての かいわ です。

Ａ：マリアさん ／ Ｂ：ケイコさん

Ｂ：にほんには たくさん むかしばなしが あるんだけど、ブラジルにも ありますか？

Ａ：ええ、「カメの こうらは ヒビだらけ」という おはなしが ブラジルでは

ゆうめい ですよ。

Ｂ：うーん。たしかに。カメの こうらは たいらじゃ ないわよね。どうして

そう なったのかしら…。それは、どんな おはなし？

Ａ：カメは いつも ちじょう から そらを みあげて、とんで みたいなと

おもうんです。でも、とべないから、アオサギに つれていってと たのんで、

つれて いって もらうんです。アオサギは つばさに カメを のせて そら

たかくまで とぶんです。でも、このアオサギは、じつは わるい まほうつかいで、

そらたかく まで とんだあとで カメを ちじょうに おとして しまうんです。

それで、カメの こうらは バラバラに なって しまうんです。それを みて

いた いい まほうつかいが つなぎあわせて くれるって いう おはなし です。

Ｂ：へえ？ブラジルでは、こどもたちは みんな しっている おはなしなんですね。

Ａ：ええ、わたしたちの せだいは みんな しって いますよ。にほんの おはなしも

おしえて ください。

Ｂ：そうねえ…「こぶとりじいさん」は どうかしら。
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２．あたらしいひょうげんと ことば。いみを しらべましょう。

ひょうげんと ことば いみ

むかしばなし

カメ

こうら

ヒビ

～だらけ

たいら

ちじょう

そらを みあげて

つれて いって

つばさ

まほうつかい

そらたかく まで とんだ あと

バラバラ

つなぎあわせて～

せだい
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３．むかしばなし「こぶとりじいさん」の さいしょの ぶぶんを きいて、 ( )に

ことばを かきましょう。

「こぶとりじいさん」おはなし http://hukumusume.com/douwa/koe/jap/ (7 ふん 26 びょう)

むかし むかし、ある ところに、みぎの(① )に

おおきな (② )の ある おじいさんが

すんでいました。それは とても じゃまな こぶで、おじいさんが

まきを わる たびに プルルン、プルルンと ふるえます。

でも この おじいさんは、そんな ことは ちっとも きにしない、

とても(③ )な おじいさん でした。

そして、おなじ むらに もうひとり、(④ )の

ほっペたに おおきな こぶの ある おじいさんが すんで いました。

こっちの おじいさんは じゃまな こぶが きに なって、いつも イライラと

(⑤ )ばかり です。

あるひのこと、(⑥ )な おじいさんが もりの おくで きを

きって いると、いつのまにやら、ポツリ、ポツリと (⑦ )が

ふりだして、やがて ザー、ザーと どしゃぶりに なって しまい ました。

「いかん いかん。このままでは、(⑧ )を ひいて しまう」

おじいさんは おおきな きの うろに とびこんで、あまやどりを しました。

そのうち おじいさんは、ウトウトと ねむりこんで しまい ました。

やがて (⑨ )が やんで、

あかるい (⑩ )が でても、おじいさんは

グーグー、グーグーと たかいびき です。
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４．「こぶとりじいさん」のスクリプト http://hukumusume.com/douwa/koe/jap/01/08.htm より抜粋

むかし むかし、あるところに、みぎの ほっぺたに おおきな こぶの ある おじいさんが すんで

いました。それは とても じゃまな こぶで、おじいさんが まきを わるたびに プルルン、

プルルンと ふるえます。

でも このおじいさんは、そんなことは ちっとも きにしない、とても のんきな おじいさん

でした。そして おなじむらに もうひとり、ひだりの ほっペたに おおきな こぶのある

おじいさんが すんでいました。

こっちの おじいさんは、じゃまなこぶが きになってか、いつもイライラと おこって ばかりです。

あるひのこと、のんきな おじいさんが もりのおくで きをきっていると、いつのまにやら、ポツリ、

ポツリと あめが ふりだして、やがてザー、ザーと どしゃぶりに なって しまいました。

「いかんいかん。このままでは、かぜを ひいてしまう」

おじいさんは、おおきな きのうろに とびこんで、あまやどりを しました。

そのうち おじいさんは、ウトウトと ねむりこんで しまいました。

やがて あめが やんで、あかるい おつきさまが でても、おじいさんは グーグー、グーグーと

たかいびきです。

まよなかに なりました。

すると どこからか、にぎやかな おはやしの おとが きこえて くるでは ありませんか。

「おや、どこから じゃろ？」

めをさましたおじいさんは、その おとの するほうへ いって びっくり。

「うひゃーーー！ おにだーー！」

なんと、このもりの おくに すむ おにたちが、わになって うたい おどって いたのです。

ピーヒャラ、ドンドン、ピーヒャラ、ドンドン。

あかいおに、あおいおに、くろいおに、おおきいおに、ちいさいおに、どの おにたちも、のんで

うたっての おおさわぎです。

さいしょは こわがっていた おじいさんも、そのうちに こわさを わすれて おどりだして

しまいました。

すると それに、おにたちが きづきました。

「これは、うまい おどりじゃ」

「おおっ、にんげんに しては たいしたものじゃ」

おじいさんの おどりが あまりにも じょうずなので、おにたちも おじいさんと いっしょに

なって おどり はじめました。

ピーヒャラ、ドンドン、ピーヒャラ、ドンドン。

のんきな おじいさんと ようきな おにたちは、ときが たつのも わすれて おどり つづけ

ました。

そのうちに、ひがしの そらが あかるく なって きました。もう、よあけです。

「コケコッコーー！」

「ややっ、いちばんどりが ないたぞ」

あさに なると、おにたちは じぶんたちの すみかに かえらなくては なりません。

「おい、じいさんよ。こんやも、おどりに こいよ。それまで このこぶを、あずかって おくからな。
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こんや きたら、かえして やろう。

「・・・・・えい！」

そういって おにの おやぶんは、おじいさんの こぶを もぎとって しまいました。

こぶを とられた おじいさんは、おもわず ほっペたを なでました。

「おおっ、こぶがない」

きずも いたみもなく、おじいさんの こぶは きれいに なくなって いたのです。

こぶが なくなった おじいさんが むらへ かえると、もうひとりの こぶの おじいさんが

びっくりして いいました。

「おい！ こぶはどうした？！ どうやって、こぶを とったんだ！？」

「ああ、じつはな・・・」

こぶの なくなった おじいさんは、ゆうべの ことを はなして きかせました。

「なに！？おにが とって くれただと」

こっちの おじいさんは、うらやましくて なりません。

「よし！ それなら わしも、おにに こぶを とって もらおう。おどりには、じしんがあるんじゃ」

もうひとりの おじいさんは、よるに なると もりの おくへ でかけて いきました。

しばらくすると、おはやしの おとが きこえてきます。

ピーヒャラ、ドンドン、ピーヒャラ、ドンドン。

「よし、あそこで おどれば、こぶをとって もらえるのだな」

おじいさんは おどっている おにたちの ところへ いこうと しましたが、でも おにの こわい

かおを みたとたん、あしが ふるえて あるけなく なりました。

「こっ、こわいな～」

でも、がんばって おにたちの まえで おどらないと、こぶは とって もらえません。

「ええい、こぶを とるためだ！」

おじいさんは おもいきって、おにたちの まえに とびだしました。

すると おにたちは、おじいさんを みて おおよろこびです。

「よっ、まってました！」

「じいさん、こんやも たのしい おどりを たのむぞ！」

でも、おにが こわくて ぶるぶる ふるえている おじいさんに、たのしい おどりが おどれる

はずは ありません。

「なんだ、あの おどりは？！」

「きのうの おどりとは、ぜんぜん ちがうぞ！？」

おじいさんの へたな おどりに、おにたちは だんだん きげんが わるくなって きました。

そして おこった おにの おやぶんが、おじいさんに いいました。

「ええい、へたくそ！ やくそくどおりに これを かえして やるから、にどと くるな！」

ペターン！

おにの おやぶんは きのう もぎとった こぶを、もうひとりの おじいさんの みぎの

ほっぺたに くっつけて しまいました。

こうして、みぎと ひだりに こぶが ふたつに なって しまった おじいさんは、なきながら

むらに かえって いきました。
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５．とうじょうじんぶつは ふたり です。ふたりの おじいさんの せいかくを かきましょう。

この おはなしが いいたい ことは なんでしょうか。はなしあって ください。

６．あなたが すきな えいがに ついて はなして ください。そして、どの ばめんが

いちばん すきか、どうして その ばめんが すきなのか はなして ください。

すきな えいがの タイトル

ストーリーを かんたんに

すきな ばめん

どうして すきですか

ふたりの おじいさんの せいかくの ちがい

この おはなしが いいたい こと
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７．よろこぶ、おこる、かなしい、たのしいを あわせて 「きどあいらく」と いいます。

したの えを みて、あなたが しっている 「きどあいらく」の ひょうげんを かいて、

ひとりずつ はっぴょう して ください。

きどあいらく ひょうげん

よろこぶ

おこる

かなしい

たのしい

き

らく

ど

あい
きどあいらく



125

第 24 回 「修了式 しゅうりょうしき」

１．みなさんは、７かげつかん にほんごの じゅぎょうを うけて きました。
この じゅぎょうの かんそうを ひとりずつ いって ください。

２．ちいき ボランティアの みなさんと 「せんりゅう」を ３つ つくり ましょう。
「せんりゅう」は、５，７，５の もじで つくる、せかいで いちばん みじかい
「し」です。きょうは、「せんりゅう」を つくり ましょう。

はなしことばで つくります。

れい①：にほんごは ／ むずかしいけど ／ たのしいね

５ ７ ５

れい②：じゅ ぎょうでは ／ いろいろなこと ／ おぼえたよ

５ ７ ５

れい③：あか ちゃん が ／ ニコニコわらう ／ かわいいな

５ ７ ５

1

2

3

３．ひとりずつ はっぴょうして、 ｢さいゆうしゅう さくひん｣を きめましょう。

さいゆうしゅう さくひん
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