
1 级

단계 1 Livello 1

Nível 1 Niveau 1

Nivel 1

Level 1Stufe 1レベル 1

JAPONAISJAPONÊS日语

일본어 GIAPPONESE JAPONÉS

JAPANESEJAPANISCH日本語

 Course Content
Contenido del curso

Contenu du cours

Kursinhalt

Contenuto del corso

Conteúdo do curso

コース内容
코스 컨텐트 북

课文



CCB-JPN-L1-2.0 - 64224

ISBN 978-1-60391-422-2

 All information in this document is subject to change without notice. This
 document is provided for informational purposes only and Rosetta Stone Ltd.
 makes no guarantees, representations or warranties, either express or implied,
 about the information contained within the document or about the document
 itself. Rosetta Stone,® Language Learning Success,™ and Dynamic Immersion,®

are trademarks of Rosetta Stone Ltd.
Copyright © 2011 Rosetta Stone Ltd. All rights reserved.

Printed in the United States of America.

Rosetta Stone 
Harrisonburg, Virginia USA 
T (540) 432-6166 • (800) 788-0822 in the USA and Canada 
F (540) 432-0953 
RosettaStone.com



1 级

단계 1 Livello 1

Nível 1 Niveau 1

Nivel 1

Level 1Stufe 1レベル 1

JAPONAISJAPONÊS日语

일본어 GIAPPONESE JAPONÉS

JAPANESEJAPANISCH日本語

 Course Content
Contenido del curso

Contenu du cours

Kursinhalt

Contenuto del corso

Conteúdo do curso

コース内容
코스 컨텐트 북

课文





目次
言語の基礎

1.1	 コア	レッスン	.......................................................................................................1
1.2	 コア	レッスン	.......................................................................................................7
1.3	 コア	レッスン	.....................................................................................................14
1.4	 コア	レッスン	.....................................................................................................21
1.5	 マイルストーン	.................................................................................................30

あいさつと紹介
2.1	 コア	レッスン	.....................................................................................................31
2.2	 コア	レッスン	.....................................................................................................38
2.3	 コア	レッスン	.....................................................................................................45
2.4	 コア	レッスン	.....................................................................................................52
2.5	 マイルストーン	.................................................................................................59

仕事と学校
3.1	 コア	レッスン	.....................................................................................................61
3.2	 コア	レッスン	.....................................................................................................68
3.3	 コア	レッスン	.....................................................................................................75
3.4	 コア	レッスン	.....................................................................................................82
3.5	 マイルストーン	.................................................................................................88

ショッピング
4.1	 コア	レッスン	.....................................................................................................90
4.2	 コア	レッスン	.....................................................................................................97
4.3	 コア	レッスン	.................................................................................................. 104
4.4	 コア	レッスン	.................................................................................................. 111
4.5	 マイルストーン	.............................................................................................. 117



1

1.1 コア	レッスン

01	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 女の子
おんなのこ
onnanoko
男の子
おとこのこ
otokonoko
男の子
おとこのこ
otokonoko
女の子
おんなのこ
onnanoko

03	 ジュース
ジュース
juusu
ジュース
ジュース
juusu
ジュース
ジュース
juusu
お茶
おちゃ
ocha
お茶
おちゃ
ocha
水
みず
mizu

04	 新聞
しんぶん
shinbun
新聞
しんぶん
shinbun
新聞
しんぶん
shinbun
本
ほん
hon
本
ほん
hon
水
みず
mizu

05	 ジュース
ジュース
juusu
お茶
おちゃ
ocha
水
みず
mizu
新聞
しんぶん
shinbun
本
ほん
hon
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06	 ジュース
ジュース
juusu
お茶
おちゃ
ocha
水
みず
mizu
新聞
しんぶん
shinbun
本
ほん
hon

07	 女の子	は	食べて	います。
おんなのこ	は	たべて	います。
onnanoko	wa	tabete	imasu.
女の子	は	ジュース	を	飲んで	います。
おんなのこ	は	ジュース	を	のんで	います。
onnanoko	wa	juusu	o	nonde	imasu.
男の子	は	食べて	います。
おとこのこ	は	たべて	います。
otokonoko	wa	tabete	imasu.
男の子	は	水	を	飲んで	います。
おとこのこ	は	みず	を	のんで	います。
otokonoko	wa	mizu	o	nonde	imasu.

08	 女の子
おんなのこ
onnanoko
男の子
おとこのこ
otokonoko

09	 女の子	は	ジュース	を	飲んで	います。
おんなのこ	は	ジュース	を	のんで	います。
onnanoko	wa	juusu	o	nonde	imasu.
男の子	は	水	を	飲んで	います。
おとこのこ	は	みず	を	のんで	います。
otokonoko	wa	mizu	o	nonde	imasu.

女の子	は	食べて	います。
おんなのこ	は	たべて	います。
onnanoko	wa	tabete	imasu.
男の子	は	食べて	います。
おとこのこ	は	たべて	います。
otokonoko	wa	tabete	imasu.

10	 女	の	人
おんな	の	ひと
onna	no	hito
男	の	人
おとこ	の	ひと
otoko	no	hito
女	の	人
おんな	の	ひと
onna	no	hito
男	の	人
おとこ	の	ひと
otoko	no	hito

11	 女	の	人
おんな	の	ひと
onna	no	hito
男	の	人
おとこ	の	ひと
otoko	no	hito

12	 女	の	人	は	水	を	飲んで	います。
おんな	の	ひと	は	みず	を	のんで	います。
onna	no	hito	wa	mizu	o	nonde	imasu.
男	の	人	は	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	たべて	います。
otoko	no	hito	wa	tabete	imasu.
女	の	人	は	食べて	います。
おんな	の	ひと	は	たべて	います。
onna	no	hito	wa	tabete	imasu.
男	の	人	は	水	を	飲んで	います。
おとこ	の	ひと	は	みず	を	のんで	います。
otoko	no	hito	wa	mizu	o	nonde	imasu.
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13	 男	の	人	は	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	たべて	います。
otoko	no	hito	wa	tabete	imasu.
女	の	人	は	食べて	います。
おんな	の	ひと	は	たべて	います。
onna	no	hito	wa	tabete	imasu.
女の子	は	食べて	います。
おんなのこ	は	たべて	います。
onnanoko	wa	tabete	imasu.
男の子	は	食べて	います。
おとこのこ	は	たべて	います。
otokonoko	wa	tabete	imasu.

14	 男	の	人	は	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	たべて	います。
otoko	no	hito	wa	tabete	imasu.
女の子	は	水	を	飲んで	います。
おんなのこ	は	みず	を	のんで	います。
onnanoko	wa	mizu	o	nonde	imasu.
男	の	人	は	ジュース	を	飲んで	います。
おとこ	の	ひと	は	ジュース	を	のんで	います。
otoko	no	hito	wa	juusu	o	nonde	imasu.
女の子	は	食べて	います。
おんなのこ	は	たべて	います。
onnanoko	wa	tabete	imasu.

15	 女の子	は	走って	います。
おんなのこ	は	はしって	います。
onnanoko	wa	hashitte	imasu.
男の子	は	走って	います。
おとこのこ	は	はしって	います。
otokonoko	wa	hashitte	imasu.
男	の	人	は	走って	います。
おとこ	の	ひと	は	はしって	います。
otoko	no	hito	wa	hashitte	imasu.
女	の	人	は	走って	います。
おんな	の	ひと	は	はしって	います。
onna	no	hito	wa	hashitte	imasu.

16	 女の子	は	本	を	読んで	います。
おんなのこ	は	ほん	を	よんで	います。
onnanoko	wa	hon	o	yonde	imasu.
男の子	は	本	を	読んで	います。
おとこのこ	は	ほん	を	よんで	います。
otokonoko	wa	hon	o	yonde	imasu.
男	の	人	は	本	を	読んで	います。
おとこ	の	ひと	は	ほん	を	よんで	います。
otoko	no	hito	wa	hon	o	yonde	imasu.
女	の	人	は	本	を	読んで	います。
おんな	の	ひと	は	ほん	を	よんで	います。
onna	no	hito	wa	hon	o	yonde	imasu.

17	 女	の	人	は	走って	います。
おんな	の	ひと	は	はしって	います。
onna	no	hito	wa	hashitte	imasu.
女	の	人	は	新聞	を	読んで	います。
おんな	の	ひと	は	しんぶん	を	よんで	います。
onna	no	hito	wa	shinbun	o	yonde	imasu.
女	の	人	は	お茶	を	飲んで	います。
おんな	の	ひと	は	おちゃ	を	のんで	います。
onna	no	hito	wa	ocha	o	nonde	imasu.
女	の	人	は	食べて	います。
おんな	の	ひと	は	たべて	います。
onna	no	hito	wa	tabete	imasu.

18	 男の子	は	走って	います。
おとこのこ	は	はしって	います。
otokonoko	wa	hashitte	imasu.
男の子	は	食べて	います。
おとこのこ	は	たべて	います。
otokonoko	wa	tabete	imasu.
男の子	は	水	を	飲んで	います。
おとこのこ	は	みず	を	のんで	います。
otokonoko	wa	mizu	o	nonde	imasu.
男の子	は	本	を	読んで	います。
おとこのこ	は	ほん	を	よんで	います。
otokonoko	wa	hon	o	yonde	imasu.
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19	 男の子たち
おとこのこたち
otokonokotachi
女の子たち
おんなのこたち
onnanokotachi
男	の	人たち
おとこ	の	ひとたち
otoko	no	hitotachi
女	の	人たち
おんな	の	ひとたち
onna	no	hitotachi

20	 女の子	は	水	を	飲んで	います。
おんなのこ	は	みず	を	のんで	います。
onnanoko	wa	mizu	o	nonde	imasu.
女の子たち	は	水	を	飲んで	います。
おんなのこたち	は	みず	を	のんで	います。
onnanokotachi	wa	mizu	o	nonde	imasu.
男の子	は	食べて	います。
おとこのこ	は	たべて	います。
otokonoko	wa	tabete	imasu.
男の子たち	は	食べて	います。
おとこのこたち	は	たべて	います。
otokonokotachi	wa	tabete	imasu.

21	 男の子たち	は	食べて	います。
おとこのこたち	は	たべて	います。
otokonokotachi	wa	tabete	imasu.
女の子たち	は	走って	います。
おんなのこたち	は	はしって	います。
onnanokotachi	wa	hashitte	imasu.
女	の	人たち	は	ジュース	を	飲んで	います。
おんな	の	ひとたち	は	ジュース	を	のんで	い	
ます。
onna	no	hitotachi	wa	juusu	o	nonde	imasu.
男	の	人たち	は	新聞	を	読んで	います。
おとこ	の	ひとたち	は	しんぶん	を	よんで	い	
ます。
otoko	no	hitotachi	wa	shinbun	o	yonde	imasu.

22	 女の子	は	走って	います。
おんなのこ	は	はしって	います。
onnanoko	wa	hashitte	imasu.
女の子たち	は	走って	います。
おんなのこたち	は	はしって	います。
onnanokotachi	wa	hashitte	imasu.
男	の	人	は	お茶	を	飲んで	います。
おとこ	の	ひと	は	おちゃ	を	のんで	います。
otoko	no	hito	wa	ocha	o	nonde	imasu.
男	の	人たち	は	水	を	飲んで	います。
おとこ	の	ひとたち	は	みず	を	のんで	います。
otoko	no	hitotachi	wa	mizu	o	nonde	imasu.

23	 男の子	は	本	を	読んで	います。
おとこのこ	は	ほん	を	よんで	います。
otokonoko	wa	hon	o	yonde	imasu.
男の子たち	は	本	を	読んで	います。
おとこのこたち	は	ほん	を	よんで	います。
otokonokotachi	wa	hon	o	yonde	imasu.
女	の	人	は	食べて	います。
おんな	の	ひと	は	たべて	います。
onna	no	hito	wa	tabete	imasu.
女	の	人たち	は	食べて	います。
おんな	の	ひとたち	は	たべて	います。
onna	no	hitotachi	wa	tabete	imasu.

24	 男	の	人たち	は	新聞	を	読んで	います。
おとこ	の	ひとたち	は	しんぶん	を	よんで	い	
											ます。
otoko	no	hitotachi	wa	shinbun	o	yonde	imasu.
女	の	人たち	は	本	を	読んで	います。
おんな	の	ひとたち	は	ほん	を	よんで	います。
onna	no	hitotachi	wa	hon	o	yonde	imasu.
男	の	人たち	は	走って	います。
おとこ	の	ひとたち	は	はしって	います。
otoko	no	hitotachi	wa	hashitte	imasu.
女	の	人たち	は	走って	います。
おんな	の	ひとたち	は	はしって	います。
onna	no	hitotachi	wa	hashitte	imasu.
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25	 女の子	は	本	を	読んで	います。
おんなのこ	は	ほん	を	よんで	います。
onnanoko	wa	hon	o	yonde	imasu.
女	の	人たち	は	本	を	読んで	います。
おんな	の	ひとたち	は	ほん	を	よんで	います。
onna	no	hitotachi	wa	hon	o	yonde	imasu.
女	の	人	は	本	を	読んで	います。
おんな	の	ひと	は	ほん	を	よんで	います。
onna	no	hito	wa	hon	o	yonde	imasu.
女の子たち	は	本	を	読んで	います。
おんなのこたち	は	ほん	を	よんで	います。
onnanokotachi	wa	hon	o	yonde	imasu.

26	 彼	は	走って	います。
かれ	は	はしって	います。
kare	wa	hashitte	imasu.
彼	は	食べて	います。
かれ	は	たべて	います。
kare	wa	tabete	imasu.
彼女	は	ジュース	を	飲んで	います。
かのじょ	は	ジュース	を	のんで	います。
kanojo	wa	juusu	o	nonde	imasu.
彼女	は	本	を	読んで	います。
かのじょ	は	ほん	を	よんで	います。
kanojo	wa	hon	o	yonde	imasu.

27	 彼	は	走って	います。
かれ	は	はしって	います。
kare	wa	hashitte	imasu.
彼女	は	お茶	を	飲んで	います。
かのじょ	は	おちゃ	を	のんで	います。
kanojo	wa	ocha	o	nonde	imasu.
彼女たち	は	食べて	います。
かのじょたち	は	たべて	います。
kanojotachi	wa	tabete	imasu.
彼ら	は	本	を	読んで	います。
かれら	は	ほん	を	よんで	います。
karera	wa	hon	o	yonde	imasu.

28	 彼	は	走って	います。
かれ	は	はしって	います。
kare	wa	hashitte	imasu.
彼女	は	走って	います。
かのじょ	は	はしって	います。
kanojo	wa	hashitte	imasu.
子供たち	は	走って	います。
こどもたち	は	はしって	います。
kodomotachi	wa	hashitte	imasu.

29	 彼	は	料理して	います。
かれ	は	りょうりして	います。
kare	wa	ryourishite	imasu.
彼女	は	料理して	います。
かのじょ	は	りょうりして	います。
kanojo	wa	ryourishite	imasu.
彼ら	は	料理して	います。
かれら	は	りょうりして	います。
karera	wa	ryourishite	imasu.

30	 男の子たち	は	泳いで	います。
おとこのこたち	は	およいで	います。
otokonokotachi	wa	oyoide	imasu.
女の子	は	泳いで	います。
おんなのこ	は	およいで	います。
onnanoko	wa	oyoide	imasu.
男	の	人	は	泳いで	います。
おとこ	の	ひと	は	およいで	います。
otoko	no	hito	wa	oyoide	imasu.
女	の	人たち	は	泳いで	い	ます。
おんな	の	ひとたち	は	およいで	い	ます。
onna	no	hitotachi	wa	oyoide	i	masu.

31	 男	の	人	は	料理して	います。
おとこ	の	ひと	は	りょうりして	います。
otoko	no	hito	wa	ryourishite	imasu.
男	の	人たち	は	料理して	います。
おとこ	の	ひとたち	は	りょうりして	います。
otoko	no	hitotachi	wa	ryourishite	imasu.



6

1.1 次のページへ

男	の	人	は	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	たべて	います。
otoko	no	hito	wa	tabete	imasu.
男	の	人たち	は	食べて	います。
おとこ	の	ひとたち	は	たべて	います。
otoko	no	hitotachi	wa	tabete	imasu.

32	 女	の	人	は	走って	います。
おんな	の	ひと	は	はしって	います。
onna	no	hito	wa	hashitte	imasu.
女	の	人	は	泳いで	います。
おんな	の	ひと	は	およいで	います。
onna	no	hito	wa	oyoide	imasu.
女	の	人たち	は	走って	います。
おんな	の	ひとたち	は	はしって	います。
onna	no	hitotachi	wa	hashitte	imasu.
女	の	人たち	は	泳いで	います。
おんな	の	ひとたち	は	およいで	います。
onna	no	hitotachi	wa	oyoide	imasu.

33	 彼	は	泳いで	います。
かれ	は	およいで	います。
kare	wa	oyoide	imasu.
彼	は	走って	います。
かれ	は	はしって	います。
kare	wa	hashitte	imasu.
彼	は	料理して	います。
かれ	は	りょうりして	います。
kare	wa	ryourishite	imasu.
彼	は	食べて	います。
かれ	は	たべて	います。
kare	wa	tabete	imasu.

34	 ひらがな
ひらがな
hiragana
カタカナ
カタカナ
katakana
漢字
かんじ
kanji

35	 彼女	は	漢字	を	書いて	います。
かのじょ	は	かんじ	を	かいて	います。
kanojo	wa	kanji	o	kaite	imasu.
彼	は	ひらがな	を	書いて	います。
かれ	は	ひらがな	を	かいて	います。
kare	wa	hiragana	o	kaite	imasu.
彼ら	は	カタカナ	を	書いて	います。
かれら	は	カタカナ	を	かいて	います。
karera	wa	katakana	o	kaite	imasu.

36	 彼ら	は	食べて	います。
かれら	は	たべて	います。
karera	wa	tabete	imasu.
彼女たち	は	料理して	います。
かのじょたち	は	りょうりして	います。
kanojotachi	wa	ryourishite	imasu.
彼ら	は	泳いで	います。
かれら	は	およいで	います。
karera	wa	oyoide	imasu.
彼女たち	は	書いて	います。
かのじょたち	は	かいて	います。
kanojotachi	wa	kaite	imasu.

37	 女の子たち	は	本	を	読んで	います。
おんなのこたち	は	ほん	を	よんで	います。
onnanokotachi	wa	hon	o	yonde	imasu.
女の子	は	本	を	読んで	います。
おんなのこ	は	ほん	を	よんで	います。
onnanoko	wa	hon	o	yonde	imasu.
女の子たち	は	書いて	います。
おんなのこたち	は	かいて	います。
onnanokotachi	wa	kaite	imasu.
女の子	は	書いて	います。
おんなのこ	は	かいて	います。
onnanoko	wa	kaite	imasu.

38	 彼女	は	本	を	読んで	います。
かのじょ	は	ほん	を	よんで	います。
kanojo	wa	hon	o	yonde	imasu.
彼	は	ジュース	を	飲んで	います。
かれ	は	ジュース	を	のんで	います。
kare	wa	juusu	o	nonde	imasu.
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彼女	は	書いて	います。
かのじょ	は	かいて	います。
kanojo	wa	kaite	imasu.
彼	は	食べて	います。
かれ	は	たべて	います。
kare	wa	tabete	imasu.

39	 彼女	は	お茶	を	飲んで	います。
かのじょ	は	おちゃ	を	のんで	います。
kanojo	wa	ocha	o	nonde	imasu.
彼女	は	食べて	います。
かのじょ	は	たべて	います。
kanojo	wa	tabete	imasu.
彼	は	ジュース	を	飲んで	います。
かれ	は	ジュース	を	のんで	います。
kare	wa	juusu	o	nonde	imasu.
彼	は	食べて	います。
かれ	は	たべて	います。
kare	wa	tabete	imasu.

40	 さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

1.2 コア	レッスン

01	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 サンドイッチ
サンドイッチ
sandoicchi
サンドイッチ
サンドイッチ
sandoicchi
サンドイッチ
サンドイッチ
sandoicchi
卵
たまご
tamago
卵
たまご
tamago
りんご
りんご
ringo

03	 パン
パン
pan
パン
パン
pan
パン
パン
pan
コーヒー
コーヒー
koohii
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コーヒー
コーヒー
koohii
牛乳
ぎゅうにゅう
gyuunyuu

04	 サンドイッチ
サンドイッチ
sandoicchi
卵
たまご
tamago
りんご
りんご
ringo
パン
パン
pan
コーヒー
コーヒー
koohii
牛乳
ぎゅうにゅう
gyuunyuu

05	 女の子	と	女	の	人
おんなのこ	と	おんな	の	ひと
onnanoko	to	onna	no	hito
男の子	と	男	の	人
おとこのこ	と	おとこ	の	ひと
otokonoko	to	otoko	no	hito
サンドイッチ	と	牛乳
サンドイッチ	と	ぎゅうにゅう
sandoicchi	to	gyuunyuu

06	 男	の	人	と	女	の	人
おとこ	の	ひと	と	おんな	の	ひと
otoko	no	hito	to	onna	no	hito
ご飯	と	りんご
ごはん	と	りんご
gohan	to	ringo

パン	と	水
パン	と	みず
pan	to	mizu

07	 男の子	は	牛乳	を	飲んで	います。
おとこのこ	は	ぎゅうにゅう	を	のんで	います。
otokonoko	wa	gyuunyuu	o	nonde	imasu.
女	の	人	は	コーヒー	を	飲んで	います。
おんな	の	ひと	は	コーヒー	を	のんで	います。
onna	no	hito	wa	koohii	o	nonde	imasu.
男の子	と	男	の	人	は	水	を	飲んで	います。
おとこのこ	と	おとこ	の	ひと	は	みず	を	のんで	い
ます。
otokonoko	to	otoko	no	hito	wa	mizu	o	nonde	
imasu.
女の子	は	パン	を	食べて	います。
おんなのこ	は	パン	を	たべて	います。
onnanoko	wa	pan	o	tabete	imasu.
男	の	人	は	卵	を	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	たまご	を	たべて	います。
otoko	no	hito	wa	tamago	o	tabete	imasu.
男	の	人	と	女	の	人	は	ご飯	を	食べて	います。
おとこ	の	ひと	と	おんな	の	ひと	は	ごはん	を	たべ
て	います。
otoko	no	hito	to	onna	no	hito	wa	gohan	o	
tabete	imasu.

08	 彼女	は	りんご	を	食べて	います。
かのじょ	は	りんご	を	たべて	います。
kanojo	wa	ringo	o	tabete	imasu.
彼	は	ご飯	を	食べて	います。
かれ	は	ごはん	を	たべて	います。
kare	wa	gohan	o	tabete	imasu.
彼ら	は	卵	を	食べて	います。
かれら	は	たまご	を	たべて	います。
karera	wa	tamago	o	tabete	imasu.
彼ら	は	サンドイッチ	を	食べて	います。
かれら	は	サンドイッチ	を	たべて	います。
karera	wa	sandoicchi	o	tabete	imasu.
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09	 彼ら	は	卵	を	食べて	います。
かれら	は	たまご	を	たべて	います。
karera	wa	tamago	o	tabete	imasu.
彼ら	は	サンドイッチ	を	食べて	います。
かれら	は	サンドイッチ	を	たべて	います。
karera	wa	sandoicchi	o	tabete	imasu.
彼	は	ご飯	を	食べて	います。
かれ	は	ごはん	を	たべて	います。
kare	wa	gohan	o	tabete	imasu.
彼女	は	水	を	飲んで	います。
かのじょ	は	みず	を	のんで	います。
kanojo	wa	mizu	o	nonde	imasu.

10	 犬
いぬ
inu
犬
いぬ
inu
犬
いぬ
inu
猫
ねこ
neko
猫
ねこ
neko
馬
うま
uma

11	 車
くるま
kuruma
車
くるま
kuruma
車
くるま
kuruma

新聞
しんぶん
shinbun
新聞
しんぶん
shinbun
自転車
じてんしゃ
jitensha

12	 犬
いぬ
inu
猫
ねこ
neko
馬
うま
uma
車
くるま
kuruma
新聞
しんぶん
shinbun
自転車
じてんしゃ
jitensha

13	 男	の	人	は	車	を	運転して	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	を	うんてんして	い	
ます。
otoko	no	hito	wa	kuruma	o	untenshite	imasu.
女	の	人	は	車	を	運転して	います。
おんな	の	ひと	は	くるま	を	うんてんして	い	
ます。
onna	no	hito	wa	kuruma	o	untenshite	imasu.
男の子	は	歩いて	います。
おとこのこ	は	あるいて	います。
otokonoko	wa	aruite	imasu.
女の子	は	歩いて	います。
おんなのこ	は	あるいて	います。
onnanoko	wa	aruite	imasu.
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14	 男	の	人	は	走って	います。
おとこ	の	ひと	は	はしって	います。
otoko	no	hito	wa	hashitte	imasu.
女	の	人	は	歩いて	います。
おんな	の	ひと	は	あるいて	います。
onna	no	hito	wa	aruite	imasu.
女の子	は	走って	います。
おんなのこ	は	はしって	います。
onnanoko	wa	hashitte	imasu.
男の子	は	歩いて	います。
おとこのこ	は	あるいて	います。
otokonoko	wa	aruite	imasu.

15	 彼ら	は	りんご	を	食べて	います。
かれら	は	りんご	を	たべて	います。
karera	wa	ringo	o	tabete	imasu.
彼	は	車	を	運転して	います。
かれ	は	くるま	を	うんてんして	います。
kare	wa	kuruma	o	untenshite	imasu.
彼ら	は	新聞	を	読んで	います。
かれら	は	しんぶん	を	よんで	います。
karera	wa	shinbun	o	yonde	imasu.
彼女	は	本	を	読んで	います。
かのじょ	は	ほん	を	よんで	います。
kanojo	wa	hon	o	yonde	imasu.

16	 彼	は	車	を	持って	います。
かれ	は	くるま	を	もって	います。
kare	wa	kuruma	o	motte	imasu.
彼女	は	サンドイッチ	を	持って	います。
かのじょ	は	サンドイッチ	を	もって	います。
kanojo	wa	sandoicchi	o	motte	imasu.
彼ら	は	新聞	を	持って	います。
かれら	は	しんぶん	を	もって	います。
karera	wa	shinbun	o	motte	imasu.

17	 彼	は	猫	を	飼って	います。
かれ	は	ねこ	を	かって	います。
kare	wa	neko	o	katte	imasu.
彼女	は	犬	を	飼って	います。
かのじょ	は	いぬ	を	かって	います。
kanojo	wa	inu	o	katte	imasu.

女の子たち	は	馬	を	飼って	います。
おんなのこたち	は	うま	を	かって	います。
onnanokotachi	wa	uma	o	katte	imasu.

18	 彼	は	本	を	持って	います。
かれ	は	ほん	を	もって	います。
kare	wa	hon	o	motte	imasu.
彼女	は	魚	を	飼って	います。
かのじょ	は	さかな	を	かって	います。
kanojo	wa	sakana	o	katte	imasu.
彼ら	は	ペン	を	持って	います。
かれら	は	ペン	を	もって	います。
karera	wa	pen	o	motte	imasu.

19	 本
ほん
hon
ペン
ペン
pen
魚
さかな
sakana

20	 彼	は	寝て	います。
かれ	は	ねて	います。
kare	wa	nete	imasu.
彼女	は	寝て	います。
かのじょ	は	ねて	います。
kanojo	wa	nete	imasu.
彼ら	は	寝て	います。
かれら	は	ねて	います。
karera	wa	nete	imasu.

21	 魚	は	泳いで	います。
さかな	は	およいで	います。
sakana	wa	oyoide	imasu.
猫	は	寝て	います。
ねこ	は	ねて	います。
neko	wa	nete	imasu.
犬	は	食べて	います。
いぬ	は	たべて	います。
inu	wa	tabete	imasu.
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馬	は	走って	います。
うま	は	はしって	います。
uma	wa	hashitte	imasu.

22	 彼ら	は	泳いで	います。
かれら	は	およいで	います。
karera	wa	oyoide	imasu.
彼ら	は	読んで	います。
かれら	は	よんで	います。
karera	wa	yonde	imasu.
彼ら	は	歩いて	います。
かれら	は	あるいて	います。
karera	wa	aruite	imasu.
彼女たち	は	寝て	います。
かのじょたち	は	ねて	います。
kanojotachi	wa	nete	imasu.

23	 子供たち	は	飲んで	います。
こどもたち	は	のんで	います。
kodomotachi	wa	nonde	imasu.
大人たち	は	食べて	います。
おとなたち	は	たべて	います。
otonatachi	wa	tabete	imasu.
子供たち	は	泳いで	います。
こどもたち	は	およいで	います。
kodomotachi	wa	oyoide	imasu.
大人たち	は	走って	います。
おとなたち	は	はしって	います。
otonatachi	wa	hashitte	imasu.

24	 子供	は	走って	います。
こども	は	はしって	います。
kodomo	wa	hashitte	imasu.
子供たち	は	走って	います。
こどもたち	は	はしって	います。
kodomotachi	wa	hashitte	imasu.
大人	は	読んで	います。
おとな	は	よんで	います。
otona	wa	yonde	imasu.
大人たち	は	読んで	います。
おとなたち	は	よんで	います。
otonatachi	wa	yonde	imasu.

25	 男	の	人	は	車	を	運転して	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	を	うんてんして	い	
ます。
otoko	no	hito	wa	kuruma	o	untenshite	imasu.
男の子	は	車	を	運転して	いません。
おとこのこ	は	くるま	を	うんてんして	いま	
せん。
otokonoko	wa	kuruma	o	untenshite	imasen.
女	の	人	は	車	を	運転して	います。
おんな	の	ひと	は	くるま	を	うんてんして	い	
ます。
onna	no	hito	wa	kuruma	o	untenshite	imasu.
女の子	は	車	を	運転して	いません。
おんなのこ	は	くるま	を	うんてんして	いま	
せん。
onnanoko	wa	kuruma	o	untenshite	imasen.

26	 大人たち	は	料理して	います。
おとなたち	は	りょうりして	います。
otonatachi	wa	ryourishite	imasu.
大人たち	は	料理して	いません。
おとなたち	は	りょうりして	いません。
otonatachi	wa	ryourishite	imasen.
子供たち	は	書いて	います。
こどもたち	は	かいて	います。
kodomotachi	wa	kaite	imasu.
子供たち	は	書いて	いません。
こどもたち	は	かいて	いません。
kodomotachi	wa	kaite	imasen.
女	の	人	は	車	を	運転して	います。
おんな	の	ひと	は	くるま	を	うんてんして	い	
ます。
onna	no	hito	wa	kuruma	o	untenshite	imasu.
女	の	人	は	車	を	運転して	いません。
おんな	の	ひと	は	くるま	を	うんてんして	いま
せん。
onna	no	hito	wa	kuruma	o	untenshite	imasen.
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27	 彼ら	は	泳いで	います。
かれら	は	およいで	います。
karera	wa	oyoide	imasu.
彼ら	は	泳いで	いません。
かれら	は	およいで	いません。
karera	wa	oyoide	imasen.
彼	は	寝て	います。
かれ	は	ねて	います。
kare	wa	nete	imasu.
彼	は	寝て	いません。
かれ	は	ねて	いません。
kare	wa	nete	imasen.

28	 彼ら	は	料理して	いません。	彼ら	は	食べて	い	
ます。
かれら	は	りょうりして	いません。	かれら	は	た
べて	います。
karera	wa	ryourishite	imasen.	karera	wa	tabete	
imasu.
彼ら	は	料理して	います。	彼ら	は	食べて	いま
せん。
かれら	は	りょうりして	います。	かれら	は	たべ
て	いません。
karera	wa	ryourishite	imasu.	karera	wa	tabete	
imasen.
彼	は	歩いて	いません。	彼	は	走って	います。
かれ	は	あるいて	いません。	かれ	は	はしって	い
ます。
kare	wa	aruite	imasen.	kare	wa	hashitte	imasu.
彼	は	歩いて	います。	彼	は	走って	いません。
かれ	は	あるいて	います。	かれ	は	はしって	いま
せん。
kare	wa	aruite	imasu.	kare	wa	hashitte	imasen.

29	 女	の	人たち	は	ご飯	を	持って	います。
おんな	の	ひとたち	は	ごはん	を	もって	います。
onna	no	hitotachi	wa	gohan	o	motte	imasu.
女	の	人たち	は	ご飯	を	持って	いません。
おんな	の	ひとたち	は	ごはん	を	もって	いま	
せん。
onna	no	hitotachi	wa	gohan	o	motte	imasen.
男の子	は	ペン	を	持って	います。
おとこのこ	は	ペン	を	もって	います。
otokonoko	wa	pen	o	motte	imasu.

男の子	は	ペン	を	持って	いません。
おとこのこ	は	ペン	を	もって	いません。
otokonoko	wa	pen	o	motte	imasen.

30	 男の子	は	牛乳	を	持って	います。
おとこのこ	は	ぎゅうにゅう	を	もって	います。
otokonoko	wa	gyuunyuu	o	motte	imasu.
男の子	は	牛乳	を	持って	いません。
おとこのこ	は	ぎゅうにゅう	を	もって	いま	
せん。
otokonoko	wa	gyuunyuu	o	motte	imasen.
女の子たち	は	自転車	を	持って	います。
おんなのこたち	は	じてんしゃ	を	もって	い	
ます。
onnanokotachi	wa	jitensha	o	motte	imasu.
女の子たち	は	自転車	を	持って	いません。
おんなのこたち	は	じてんしゃ	を	もって	いま
せん。
onnanokotachi	wa	jitensha	o	motte	imasen.

31	 犬	は	走って	います。
いぬ	は	はしって	います。
inu	wa	hashitte	imasu.
犬	は	走って	いません。
いぬ	は	はしって	いません。
inu	wa	hashitte	imasen.
男の子たち	は	水	を	持って	います。
おとこのこたち	は	みず	を	もって	います。
otokonokotachi	wa	mizu	o	motte	imasu.
男の子たち	は	水	を	持って	いません。
おとこのこたち	は	みず	を	もって	いません。
otokonokotachi	wa	mizu	o	motte	imasen.

32	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	りんご	です。
これ	は	りんご	です。
kore	wa	ringo	desu.
これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	新聞	です。
これ	は	しんぶん	です。
kore	wa	shinbun	desu.
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33	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	猫	です。
これ	は	ねこ	です。
kore	wa	neko	desu.
これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	自転車	です。
これ	は	じてんしゃ	です。
kore	wa	jitensha	desu.

34	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	卵	です。
これ	は	たまご	です。
kore	wa	tamago	desu.
これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	ペン	です。
これ	は	ペン	です。
kore	wa	pen	desu.
これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	魚	です。
これ	は	さかな	です。
kore	wa	sakana	desu.
これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	ご飯	です。
これ	は	ごはん	です。
kore	wa	gohan	desu.

35	 彼	は	寝て	いますか。
かれ	は	ねて	いますか。
kare	wa	nete	imasuka.
はい。	彼	は	寝て	います。
はい。	かれ	は	ねて	います。
hai.	kare	wa	nete	imasu.
彼女	は	寝て	いますか。
かのじょ	は	ねて	いますか。
kanojo	wa	nete	imasuka.
いいえ。	彼女	は	寝て	いません。
いいえ。	かのじょ	は	ねて	いません。
iie.	kanojo	wa	nete	imasen.

36	 犬	は	泳いで	いますか。
いぬ	は	およいで	いますか。
inu	wa	oyoide	imasuka.
はい。
はい。
hai.
馬	は	泳いで	いますか。
うま	は	およいで	いますか。
uma	wa	oyoide	imasuka.
いいえ。
いいえ。
iie.

37	 彼女	は	新聞	を	読んで	いますか。
かのじょ	は	しんぶん	を	よんで	いますか。
kanojo	wa	shinbun	o	yonde	imasuka.
いいえ。
いいえ。
iie.
彼女	は	本	を	読んで	いますか。
かのじょ	は	ほん	を	よんで	いますか。
kanojo	wa	hon	o	yonde	imasuka.
はい。
はい。
hai.
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38	 彼	は	りんご	を	食べて	いますか。
かれ	は	りんご	を	たべて	いますか。
kare	wa	ringo	o	tabete	imasuka.
いいえ。
いいえ。
iie.
彼	は	りんご	を	食べて	いますか。
かれ	は	りんご	を	たべて	いますか。
kare	wa	ringo	o	tabete	imasuka.
はい。
はい。
hai.

39	 さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

1.3 コア	レッスン

01	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 白
しろ
shiro
白
しろ
shiro
白
しろ
shiro
黒
くろ
kuro
黒
くろ
kuro
赤
あか
aka

03	 青
あお
ao
青
あお
ao
青
あお
ao
緑
みどり
midori
緑
みどり
midori
黄色
きいろ
kiiro
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04	 青
あお
ao
白
しろ
shiro
緑
みどり
midori
黒
くろ
kuro
赤
あか
aka
黄色
きいろ
kiiro

05	 牛乳	は	白い	です。
ぎゅうにゅう	は	しろい	です。
gyuunyuu	wa	shiroi	desu.
ご飯	は	白い	です。
ごはん	は	しろい	です。
gohan	wa	shiroi	desu.
車	は	白い	です。
くるま	は	しろい	です。
kuruma	wa	shiroi	desu.
車	は	緑	です。
くるま	は	みどり	です。
kuruma	wa	midori	desu.
りんご	は	緑	です。
りんご	は	みどり	です。
ringo	wa	midori	desu.
自転車	は	緑	です。
じてんしゃ	は	みどり	です。
jitensha	wa	midori	desu.

06	 卵	は	赤い	です。
たまご	は	あかい	です。
tamago	wa	akai	desu.

自転車	は	赤い	です。
じてんしゃ	は	あかい	です。
jitensha	wa	akai	desu.
りんご	は	緑	です。
りんご	は	みどり	です。
ringo	wa	midori	desu.
ペン	は	緑	です。
ペン	は	みどり	です。
pen	wa	midori	desu.
車	は	白い	です。
くるま	は	しろい	です。
kuruma	wa	shiroi	desu.
自転車	は	白い	です。
じてんしゃ	は	しろい	です。
jitensha	wa	shiroi	desu.

07	 卵	は	青い	です。
たまご	は	あおい	です。
tamago	wa	aoi	desu.
卵	は	青い	です。
たまご	は	あおい	です。
tamago	wa	aoi	desu.
自転車	は	黄色	です。
じてんしゃ	は	きいろ	です。
jitensha	wa	kiiro	desu.
自転車	は	黄色	です。
じてんしゃ	は	きいろ	です。
jitensha	wa	kiiro	desu.
車	は	黒い	です。
くるま	は	くろい	です。
kuruma	wa	kuroi	desu.
車	は	黒い	です。
くるま	は	くろい	です。
kuruma	wa	kuroi	desu.
ボール	は	赤い	です。
ボール	は	あかい	です。
booru	wa	akai	desu.
ボール	は	赤い	です。
ボール	は	あかい	です。
booru	wa	akai	desu.
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08	 車	は	赤い	です。
くるま	は	あかい	です。
kuruma	wa	akai	desu.
車	は	赤い	です。
くるま	は	あかい	です。
kuruma	wa	akai	desu.
猫	は	黒い	です。
ねこ	は	くろい	です。
neko	wa	kuroi	desu.
猫	は	黒い	です。
ねこ	は	くろい	です。
neko	wa	kuroi	desu.
魚	は	赤い	です。
さかな	は	あかい	です。
sakana	wa	akai	desu.
自転車	は	黄色い	です。
じてんしゃ	は	きいろい	です。
jitensha	wa	kiiroi	desu.
猫	は	白い	です。
ねこ	は	しろい	です。
neko	wa	shiroi	desu.
犬	は	黒い	です。
いぬ	は	くろい	です。
inu	wa	kuroi	desu.

09	 それ	は	赤い	です。
それ	は	あかい	です。
sore	wa	akai	desu.
それ	は	青い	です。
それ	は	あおい	です。
sore	wa	aoi	desu.
それ	は	黒い	です。
それ	は	くろい	です。
sore	wa	kuroi	desu.
それ	は	白い	です。
それ	は	しろい	です。
sore	wa	shiroi	desu.
それ	は	緑	です。
それ	は	みどり	です。
sore	wa	midori	desu.

10	 それ	は	赤い	です。
それ	は	あかい	です。
sore	wa	akai	desu.
それ	ら	は	白い	です。
それ	ら	は	しろい	です。
sore	ra	wa	shiroi	desu.
それ	は	黄色	です。
それ	は	きいろ	です。
sore	wa	kiiro	desu.
それら	は	緑	です。
それら	は	みどり	です。
sorera	wa	midori	desu.

11	 それ	は	黒	と	白	です。
それ	は	くろ	と	しろ	です。
sore	wa	kuro	to	shiro	desu.
それら	は	赤い	です。
それら	は	あかい	です。
sorera	wa	akai	desu.
それら	は	白い	です。
それら	は	しろい	です。
sorera	wa	shiroi	desu.
それ	は	青	と	緑	です。
それ	は	あお	と	みどり	です。
sore	wa	ao	to	midori	desu.

12	 犬	は	黒い	です。
いぬ	は	くろい	です。
inu	wa	kuroi	desu.
犬	は	白い	です。
いぬ	は	しろい	です。
inu	wa	shiroi	desu.
猫	は	黒い	です。
ねこ	は	くろい	です。
neko	wa	kuroi	desu.
猫	は	白い	です。
ねこ	は	しろい	です。
neko	wa	shiroi	desu.
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13	 草	は	緑	です。
くさ	は	みどり	です。
kusa	wa	midori	desu.
空	は	青い	です。
そら	は	あおい	です。
sora	wa	aoi	desu.
月	は	白い	です。
つき	は	しろい	です。
tsuki	wa	shiroi	desu.
太陽	は	黄色	です。
たいよう	は	きいろ	です。
taiyou	wa	kiiro	desu.
花	は	赤い	です。
はな	は	あかい	です。
hana	wa	akai	desu.

14	 太陽	は	黄色	です。
たいよう	は	きいろ	です。
taiyou	wa	kiiro	desu.
りんご	は	黄色	です。
りんご	は	きいろ	です。
ringo	wa	kiiro	desu.
空	は	青い	です。
そら	は	あおい	です。
sora	wa	aoi	desu.
卵	は	青い	です。
たまご	は	あおい	です。
tamago	wa	aoi	desu.

15	 月	は	白い	です。
つき	は	しろい	です。
tsuki	wa	shiroi	desu.
車	は	白い	です。
くるま	は	しろい	です。
kuruma	wa	shiroi	desu.
草	は	緑	です。
くさ	は	みどり	です。
kusa	wa	midori	desu.
ボール	は	緑	です。
ボール	は	みどり	です。
booru	wa	midori	desu.

16	 花	は	小さい	です。
はな	は	ちいさい	です。
hana	wa	chiisai	desu.
卵	は	小さい	です。
たまご	は	ちいさい	です。
tamago	wa	chiisai	desu.
花	は	小さい	です。
はな	は	ちいさい	です。
hana	wa	chiisai	desu.
卵	は	小さい	です。
たまご	は	ちいさい	です。
tamago	wa	chiisai	desu.

17	 花	は	大きい	です。
はな	は	おおきい	です。
hana	wa	ookii	desu.
本	は	大きい	です。
ほん	は	おおきい	です。
hon	wa	ookii	desu.
魚	は	大きい	です。
さかな	は	おおきい	です。
sakana	wa	ookii	desu.
卵	は	大きい	です。
たまご	は	おおきい	です。
tamago	wa	ookii	desu.

18	 犬	は	大きい	です。
いぬ	は	おおきい	です。
inu	wa	ookii	desu.
犬	は	小さい	です。
いぬ	は	ちいさい	です。
inu	wa	chiisai	desu.
花	は	大きい	です。
はな	は	おおきい	です。
hana	wa	ookii	desu.
花	は	小さい	です。
はな	は	ちいさい	です。
hana	wa	chiisai	desu.
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19	 彼女	は	医者	です。
かのじょ	は	いしゃ	です。
kanojo	wa	isha	desu.
彼	は	先生	です。
かれ	は	せんせい	です。
kare	wa	sensei	desu.
彼ら	は	警察官	です。
かれら	は	けいさつかん	です。
karera	wa	keisatsukan	desu.

20	 彼	は	小学生	です。
かれ	は	しょうがくせい	です。
kare	wa	shougakusei	desu.
彼女	は	小学生	です。
かのじょ	は	しょうがくせい	です。
kanojo	wa	shougakusei	desu.
彼ら	は	小学生	です。
かれら	は	しょうがくせい	です。
karera	wa	shougakusei	desu.

21	 彼	は	警察官	です。
かれ	は	けいさつかん	です。
kare	wa	keisatsukan	desu.
彼女	は	先生	です。
かのじょ	は	せんせい	です。
kanojo	wa	sensei	desu.
彼	は	医者	です。
かれ	は	いしゃ	です。
kare	wa	isha	desu.
彼ら	は	小学生	です。
かれら	は	しょうがくせい	です。
karera	wa	shougakusei	desu.

22	 ぼく	は	男の子	です。
ぼく	は	おとこのこ	です。
boku	wa	otokonoko	desu.
私	は	女の子	です。
わたし	は	おんなのこ	です。
watashi	wa	onnanoko	desu.
ぼく	は	男	の	人	です。
ぼく	は	おとこ	の	ひと	です。
boku	wa	otoko	no	hito	desu.

私	は	女	の	人	です。
わたし	は	おんな	の	ひと	です。
watashi	wa	onna	no	hito	desu.

23	 私	は	教師	です。
わたし	は	きょうし	です。
watashi	wa	kyoushi	desu.
私	は	教師	では	ありません。
わたし	は	きょうし	では	ありません。
watashi	wa	kyoushi	dewa	arimasen.
私	は	医者	です。
わたし	は	いしゃ	です。
watashi	wa	isha	desu.
私	は	医者	では	ありません。
わたし	は	いしゃ	では	ありません。
watashi	wa	isha	dewa	arimasen.
ぼく	は	小学生	です。
ぼく	は	しょうがくせい	です。
boku	wa	shougakusei	desu.
私	は	小学生	では	ありません。
わたし	は	しょうがくせい	では	ありません。
watashi	wa	shougakusei	dewa	arimasen.

24	 私	は	緑	の	本	を	持って	います。
わたし	は	みどり	の	ほん	を	もって	います。
watashi	wa	midori	no	hon	o	motte	imasu.
私	は	黄色	の	本	を	持って	います。
わたし	は	きいろ	の	ほん	を	もって	います。
watashi	wa	kiiro	no	hon	o	motte	imasu.
私	は	赤い	本	を	持って	います。
わたし	は	あかい	ほん	を	もって	います。
watashi	wa	akai	hon	o	motte	imasu.

25	 あなた	は	緑	の	本	を	持って	います。
あなた	は	みどり	の	ほん	を	もって	います。
anata	wa	midori	no	hon	o	motte	imasu.
あなた	は	黄色	の	本	を	持って	います。
あなた	は	きいろ	の	ほん	を	もって	います。
anata	wa	kiiro	no	hon	o	motte	imasu.
あなた	は	赤い	本	を	持って	います。
あなた	は	あかい	ほん	を	もって	います。
anata	wa	akai	hon	o	motte	imasu.
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26	 お医者さん	ですか。
おいしゃさん	ですか。
oishasan	desuka.
はい。	私	は	医者	です。
はい。	わたし	は	いしゃ	です。
hai.	watashi	wa	isha	desu.
お医者さん	ですか。
おいしゃさん	ですか。
oishasan	desuka.
いいえ。	私	は	医者	では	ありません。
いいえ。	わたし	は	いしゃ	では	ありません。
iie.	watashi	wa	isha	dewa	arimasen.

27	 何	を	飲んで	いますか。
なに	を	のんで	いますか。
nani	o	nonde	imasuka.
私	は	水	を	飲んで	います。
わたし	は	みず	を	のんで	います。
watashi	wa	mizu	o	nonde	imasu.
何	を	食べて	いますか。
なに	を	たべて	いますか。
nani	o	tabete	imasuka.
私	は	ご飯	を	食べて	います。
わたし	は	ごはん	を	たべて	います。
watashi	wa	gohan	o	tabete	imasu.

28	 何	を	持って	いますか。
なに	を	もって	いますか。
nani	o	motte	imasuka.
私	は	サンドイッチ	を	持って	います。
わたし	は	サンドイッチ	を	もって	います。
watashi	wa	sandoicchi	o	motte	imasu.
何	を	持って	いますか。
なに	を	もって	いますか。
nani	o	motte	imasuka.
私	は	ペン	を	持って	います。
わたし	は	ペン	を	もって	います。
watashi	wa	pen	o	motte	imasu.

29	 私	は	教師	です。
わたし	は	きょうし	です。
watashi	wa	kyoushi	desu.
私たち	は	教師	です。
わたしたち	は	きょうし	です。
watashitachi	wa	kyoushi	desu.
私	は	女の子	です。
わたし	は	おんなのこ	です。
watashi	wa	onnanoko	desu.
私たち	は	女の子	です。
わたしたち	は	おんなのこ	です。
watashitachi	wa	onnanoko	desu.

30	 私たち	は	女の子	です。
わたしたち	は	おんなのこ	です。
watashitachi	wa	onnanoko	desu.
ぼくたち	は	男の子	です。
ぼくたち	は	おとこのこ	です。
bokutachi	wa	otokonoko	desu.
私たち	は	警察官	です。
わたしたち	は	けいさつかん	です。
watashitachi	wa	keisatsukan	desu.
私たち	は	医者	です。
わたしたち	は	いしゃ	です。
watashitachi	wa	isha	desu.

31	 私	は	赤い	自転車	を	持って	います。
わたし	は	あかい	じてんしゃ	を	もって	います。
watashi	wa	akai	jitensha	o	motte	imasu.
私たち	は	黄色	の	自転車	を	持って	います。
わたしたち	は	きいろ	の	じてんしゃ	を	もって	い
ます。
watashitachi	wa	kiiro	no	jitensha	o	motte	
imasu.
私	は	赤い	りんご	を	持って	います。
わたし	は	あかい	りんご	を	もって	います。
watashi	wa	akai	ringo	o	motte	imasu.
私たち	は	黄色	の	りんご	を	持って	います。
わたしたち	は	きいろ	の	りんご	を	もって	い	
ます。
watashitachi	wa	kiiro	no	ringo	o	motte	imasu.
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32	 私	は	赤い	花	を	持って	います。
わたし	は	あかい	はな	を	もって	います。
watashi	wa	akai	hana	o	motte	imasu.
あなた	は	赤い	花	を	持って	います。
あなた	は	あかい	はな	を	もって	います。
anata	wa	akai	hana	o	motte	imasu.
彼	は	赤い	花	を	持って	います。
かれ	は	あかい	はな	を	もって	います。
kare	wa	akai	hana	o	motte	imasu.
彼女	は	赤い	花	を	持って	います。
かのじょ	は	あかい	はな	を	もって	います。
kanojo	wa	akai	hana	o	motte	imasu.
私たち	は	赤い	花	を	持って	います。
わたしたち	は	あかい	はな	を	もって	います。
watashitachi	wa	akai	hana	o	motte	imasu.
彼ら	は	赤い	花	を	持って	います。
かれら	は	あかい	はな	を	もって	います。
karera	wa	akai	hana	o	motte	imasu.

33	 私	は	黒い	犬	を	飼って	います。
わたし	は	くろい	いぬ	を	かって	います。
watashi	wa	kuroi	inu	o	katte	imasu.
犬	を	飼って	います。
いぬ	を	かって	います。
inu	o	katte	imasu.
あなた	は	お医者さん	ですか。
あなた	は	おいしゃさん	ですか。
anata	wa	oishasan	desuka.
お医者さん	ですか。
おいしゃさん	ですか。
oishasan	desuka.
私たち	は	お茶	を	飲んで	います。
わたしたち	は	おちゃ	を	のんで	います。
watashitachi	wa	ocha	o	nonde	imasu.
お茶	を	飲んで	います。
おちゃ	を	のんで	います。
ocha	o	nonde	imasu.

34	 男	の	人	は	何	を	して	いますか。
おとこ	の	ひと	は	なに	を	して	いますか。
otoko	no	hito	wa	nani	o	shite	imasuka.
男	の	人	は	料理して	います。
おとこ	の	ひと	は	りょうりして	います。
otoko	no	hito	wa	ryourishite	imasu.
女	の	人	は	何	を	して	いますか。
おんな	の	ひと	は	なに	を	して	いますか。
onna	no	hito	wa	nani	o	shite	imasuka.
女	の	人	は	読んで	います。
おんな	の	ひと	は	よんで	います。
onna	no	hito	wa	yonde	imasu.
男の子	は	何	を	して	いますか。
おとこのこ	は	なに	を	して	いますか。
otokonoko	wa	nani	o	shite	imasuka.
男の子	は	走って	います。
おとこのこ	は	はしって	います。
otokonoko	wa	hashitte	imasu.

35	 医者	は	何	を	して	いますか。
いしゃ	は	なに	を	して	いますか。
isha	wa	nani	o	shite	imasuka.
医者	は	書いて	います。
いしゃ	は	かいて	います。
isha	wa	kaite	imasu.
警察官	は	何	を	して	いますか。
けいさつかん	は	なに	を	して	いますか。
keisatsukan	wa	nani	o	shite	imasuka.
警察官	は	運転して	います。
けいさつかん	は	うんてんして	います。
keisatsukan	wa	untenshite	imasu.
女の子	は	何	を	して	いますか。
おんなのこ	は	なに	を	して	いますか。
onnanoko	wa	nani	o	shite	imasuka.
女の子	は	歩いて	います。
おんなのこ	は	あるいて	います。
onnanoko	wa	aruite	imasu.
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36	 何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
私	は	書いて	います。
わたし	は	かいて	います。
watashi	wa	kaite	imasu.
何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
私	は	運転して	います。
わたし	は	うんてんして	います。
watashi	wa	untenshite	imasu.

37	 さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

1.4 コア	レッスン

01	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 一
いち
ichi
二
に
ni
三
さん
san
四
よん
yon
五
ご
go
六
ろく
roku

03	 一、	二、	三
いち、	に、	さん
ichi,	ni,	san
六、	一、	三、	五、	二
ろく、	いち、	さん、	ご、	に
roku,	ichi,	san,	go,	ni
二、	四、	六
に、	よん、	ろく
ni,	yon,	roku
一、	二、	三、	四、	五
いち、	に、	さん、	よん、	ご
ichi,	ni,	san,	yon,	go
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04	 車	が	一台
くるま	が	いちだい
kuruma	ga	ichidai
卵	が	一個
たまご	が	いっこ
tamago	ga	ikko
犬	が	二匹
いぬ	が	にひき
inu	ga	nihiki
ペン	が	二本
ペン	が	にほん
pen	ga	nihon
自転車	が	三台
じてんしゃ	が	さんだい
jitensha	ga	sandai
猫	が	三匹
ねこ	が	さんびき
neko	ga	sanbiki

05	 男の子	が	四人
おとこのこ	が	よにん
otokonoko	ga	yonin
男	の	人	が	四人
おとこ	の	ひと	が	よにん
otoko	no	hito	ga	yonin
女の子	が	六人
おんなのこ	が	ろくにん
onnanoko	ga	rokunin
本	が	五冊
ほん	が	ごさつ
hon	ga	gosatsu
新聞	が	五部
しんぶん	が	ごぶ
shinbun	ga	gobu
りんご	が	六個
りんご	が	ろっこ
ringo	ga	rokko

06	 本	が	一冊	あります。
ほん	が	いっさつ	あります。
hon	ga	issatsu	arimasu.

卵	が	一個	あります。
たまご	が	いっこ	あります。
tamago	ga	ikko	arimasu.
携帯電話	が	一台	あります。
けいたいでんわ	が	いちだい	あります。
keitaidenwa	ga	ichidai	arimasu.

07	 魚	が	一匹	います。
さかな	が	いっぴき	います。
sakana	ga	ippiki	imasu.
女	の	人	が	一人	います。
おんな	の	ひと	が	ひとり	います。
onna	no	hito	ga	hitori	imasu.
子供	が	一人	います。
こども	が	ひとり	います。
kodomo	ga	hitori	imasu.

08	 携帯電話	が	一台	あります。
けいたいでんわ	が	いちだい	あります。
keitaidenwa	ga	ichidai	arimasu.
子供	が	二人	います。
こども	が	ふたり	います。
kodomo	ga	futari	imasu.
本	が	三冊	あります。
ほん	が	さんさつ	あります。
hon	ga	sansatsu	arimasu.
女	の	人	が	四人	います。
おんな	の	ひと	が	よにん	います。
onna	no	hito	ga	yonin	imasu.
魚	が	五匹	います。
さかな	が	ごひき	います。
sakana	ga	gohiki	imasu.
卵	が	六個	あります。
たまご	が	ろっこ	あります。
tamago	ga	rokko	arimasu.

09	 ベッド	が	一個	あります。
ベッド	が	いっこ	あります。
beddo	ga	ikko	arimasu.
携帯電話	が	二台	あります。
けいたいでんわ	が	にだい	あります。
keitaidenwa	ga	nidai	arimasu.
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ボール	が	三個	あります。
ボール	が	さんこ	あります。
booru	ga	sanko	arimasu.
かぎ	が	四個	あります。
かぎ	が	よんこ	あります。
kagi	ga	yonko	arimasu.

10	 カップ	が	一個	あります。
カップ	が	いっこ	あります。
kappu	ga	ikko	arimasu.
テーブル	が	二個	あります。
テーブル	が	にこ	あります。
teeburu	ga	niko	arimasu.
電話	が	三台	あります。
でんわ	が	さんだい	あります。
denwa	ga	sandai	arimasu.
椅子	が	四個	あります。
いす	が	よんこ	あります。
isu	ga	yonko	arimasu.

11	 ボール	が	一個	あります。
ボール	が	いっこ	あります。
booru	ga	ikko	arimasu.
椅子	が	三個	あります。
いす	が	さんこ	あります。
isu	ga	sanko	arimasu.
テーブル	が	二個	あります。
テーブル	が	にこ	あります。
teeburu	ga	niko	arimasu.
テーブル	が	一個	あります。
テーブル	が	いっこ	あります。
teeburu	ga	ikko	arimasu.

12	 魚	は	何匹	いますか。
さかな	は	なんびき	いますか。
sakana	wa	nanbiki	imasuka.
魚	は	三匹	います。
さかな	は	さんびき	います。
sakana	wa	sanbiki	imasu.

かぎ	は	何個	ありますか。
かぎ	は	なんこ	ありますか。
kagi	wa	nanko	arimasuka.
かぎ	は	四個	あります。
かぎ	は	よんこ	あります。
kagi	wa	yonko	arimasu.
警察官	は	何人	いますか。
けいさつかん	は	なんにん	いますか。
keisatsukan	wa	nannin	imasuka.
警察官	は	二人	います。
けいさつかん	は	ふたり	います。
keisatsukan	wa	futari	imasu.
りんご	は	何個	ありますか。
りんご	は	なんこ	ありますか。
ringo	wa	nanko	arimasuka.
りんご	は	一個	あります。
りんご	は	いっこ	あります。
ringo	wa	ikko	arimasu.

13	 椅子	は	何個	ありますか。
いす	は	なんこ	ありますか。
isu	wa	nanko	arimasuka.
椅子	は	六個	あります。
いす	は	ろっこ	あります。
isu	wa	rokko	arimasu.
電話	は	何台	ありますか。
でんわ	は	なんだい	ありますか。
denwa	wa	nandai	arimasuka.
電話	は	五台	あります。
でんわ	は	ごだい	あります。
denwa	wa	godai	arimasu.
ベッド	は	何個	ありますか。
ベッド	は	なんこ	ありますか。
beddo	wa	nanko	arimasuka.
ベッド	は	二個	あります。
ベッド	は	にこ	あります。
beddo	wa	niko	arimasu.
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14	 卵	が	三個	あります。
たまご	が	さんこ	あります。
tamago	ga	sanko	arimasu.
卵	が	五個	あります。
たまご	が	ごこ	あります。
tamago	ga	goko	arimasu.
カップ	が	四個	あります。
カップ	が	よんこ	あります。
kappu	ga	yonko	arimasu.
カップ	が	六個	あります。
カップ	が	ろっこ	あります。
kappu	ga	rokko	arimasu.

15	 白い	お皿	が	三枚	あります。
しろい	おさら	が	さんまい	あります。
shiroi	osara	ga	sanmai	arimasu.
黄色	の	りんご	が	二個	あります。
きいろ	の	りんご	が	にこ	あります。
kiiro	no	ringo	ga	niko	arimasu.
赤い	花	が	一本	あります。
あかい	はな	が	いっぽん	あります。
akai	hana	ga	ippon	arimasu.
青い	ボウル	が	四個	あります。
あおい	ボウル	が	よんこ	あります。
aoi	bouru	ga	yonko	arimasu.

16	 白い	テーブル	は	何個	ありますか。
しろい	テーブル	は	なんこ	ありますか。
shiroi	teeburu	wa	nanko	arimasuka.
白い	テーブル	は	二個	あります。
しろい	テーブル	は	にこ	あります。
shiroi	teeburu	wa	niko	arimasu.
赤い	ボール	は	何個	ありますか。
あかい	ボール	は	なんこ	ありますか。
akai	booru	wa	nanko	arimasuka.
赤い	ボール	は	一個	あります。
あかい	ボール	は	いっこ	あります。
akai	booru	wa	ikko	arimasu.
黄色	の	ボウル	は	何個	ありますか。
きいろ	の	ボウル	は	なんこ	ありますか。
kiiro	no	bouru	wa	nanko	arimasuka.

黄色	の	ボウル	は	二個	あります。
きいろ	の	ボウル	は	にこ	あります。
kiiro	no	bouru	wa	niko	arimasu.
黒い	電話	は	何台	ありますか。
くろい	でんわ	は	なんだい	ありますか。
kuroi	denwa	wa	nandai	arimasuka.
黒い	電話	は	一台	あります。
くろい	でんわ	は	いちだい	あります。
kuroi	denwa	wa	ichidai	arimasu.

17	 くつ
くつ
kutsu
くつ
くつ
kutsu
くつ
くつ
kutsu
シャツ
シャツ
shatsu
シャツ
シャツ
shatsu
ズボン
ズボン
zubon

18	 コート
コート
kooto
コート
コート
kooto
コート
コート
kooto
ワンピース
ワンピース
wanpiisu
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ワンピース
ワンピース
wanpiisu
スカート
スカート
sukaato

19	 くつ
くつ
kutsu
シャツ
シャツ
shatsu
ズボン
ズボン
zubon
コート
コート
kooto
ワンピース
ワンピース
wanpiisu
スカート
スカート
sukaato

20	 青い	シャツ
あおい	シャツ
aoi	shatsu
赤い	シャツ
あかい	シャツ
akai	shatsu
緑	の	Tシャツ
みどり	の	Tシャツ
midori	no	Tshatsu
黄色	の	Tシャツ
きいろ	の	Tシャツ
kiiro	no	Tshatsu

21	 カップ	を	何個	持って	いますか。
カップ	を	なんこ	もって	いますか。
kappu	o	nanko	motte	imasuka.
四個	持って	います。
よんこ	もって	います。
yonko	motte	imasu.
サンドイッチ	を	何個	持って	いますか。
サンドイッチ	を	なんこ	もって	いますか。
sandoicchi	o	nanko	motte	imasuka.
五個	持って	います。
ごこ	もって	います。
goko	motte	imasu.

22	 ボウル	を	何個	持って	いますか。
ボウル	を	なんこ	もって	いますか。
bouru	o	nanko	motte	imasuka.
三個	持って	います。
さんこ	もって	います。
sanko	motte	imasu.
お皿	を	何枚	持って	いますか。
おさら	を	なんまい	もって	いますか。
osara	o	nanmai	motte	imasuka.
二枚	持って	います。
にまい	もって	います。
nimai	motte	imasu.

23	 私	は	黄色	の	花	を	持って	います。
わたし	は	きいろ	の	はな	を	もって	います。
watashi	wa	kiiro	no	hana	o	motte	imasu.
赤い	花	を	持って	います。
あかい	はな	を	もって	います。
akai	hana	o	motte	imasu.
私たち	は	白い	花	を	持って	います。
わたしたち	は	しろい	はな	を	もって	います。
watashitachi	wa	shiroi	hana	o	motte	imasu.
青い	花	を	持って	います。
あおい	はな	を	もって	います。
aoi	hana	o	motte	imasu.
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24	 女の子	は	Tシャツ	を	着て	います。
おんなのこ	は	Tシャツ	を	きて	います。
onnanoko	wa	Tshatsu	o	kite	imasu.
男の子	は	Tシャツ	を	着て	いません。
おとこのこ	は	Tシャツ	を	きて	いません。
otokonoko	wa	Tshatsu	o	kite	imasen.
女	の	人	は	くつ	を	はいて	います。
おんな	の	ひと	は	くつ	を	はいて	います。
onna	no	hito	wa	kutsu	o	haite	imasu.
男	の	人	は	くつ	を	はいて	いません。
おとこ	の	ひと	は	くつ	を	はいて	いません。
otoko	no	hito	wa	kutsu	o	haite	imasen.
女	の	人たち	は	帽子	を	かぶって	います。
おんな	の	ひとたち	は	ぼうし	を	かぶって	い	
ます。
onna	no	hitotachi	wa	boushi	o	kabutte	imasu.
男	の	人たち	は	帽子	を	かぶって	いません。
おとこ	の	ひとたち	は	ぼうし	を	かぶって	いま
せん。
otoko	no	hitotachi	wa	boushi	o	kabutte	
imasen.

25	 男の子	は	ズボン	を	はいて	います。
おとこのこ	は	ズボン	を	はいて	います。
otokonoko	wa	zubon	o	haite	imasu.
女の子	は	ズボン	を	はいて	いません。	彼女	は	ス
カート	を	はいて	います。
おんなのこ	は	ズボン	を	はいて	いません。	かの
じょ	は	スカート	を	はいて	います。
onnanoko	wa	zubon	o	haite	imasen.	kanojo	wa	
sukaato	o	haite	imasu.
男	の	人たち	は	帽子	を	かぶって	います。
おとこ	の	ひとたち	は	ぼうし	を	かぶって	い	
ます。
otoko	no	hitotachi	wa	boushi	o	kabutte	imasu.
三人	の	女	の	人	は	ズボン	を	はいて	います。	一人	
の	女	の	人	は	ワンピース	を	着て	います。
さんにん	の	おんな	の	ひと	は	ズボン	を	はいて	い
ます。	ひとり	の	おんな	の	ひと	は	ワンピース	
を	きて	います。
sannin	no	onna	no	hito	wa	zubon	o	haite	
imasu.	hitori	no	onna	no	hito	wa	wanpiisu	o	
kite	imasu.

26	 女	の	人	は	ワンピース	を	着て	います。
おんな	の	ひと	は	ワンピース	を	きて	います。
onna	no	hito	wa	wanpiisu	o	kite	imasu.
女	の	人	は	スカート	を	はいて	います。
おんな	の	ひと	は	スカート	を	はいて	います。
onna	no	hito	wa	sukaato	o	haite	imasu.
女	の	人	は	ズボン	を	はいて	います。
おんな	の	ひと	は	ズボン	を	はいて	います。
onna	no	hito	wa	zubon	o	haite	imasu.
女	の	人	は	帽子	を	かぶって	います。
おんな	の	ひと	は	ぼうし	を	かぶって	います。
onna	no	hito	wa	boushi	o	kabutte	imasu.

27	 女	の	人たち	は	スカート	を	はいて	います。
おんな	の	ひとたち	は	スカート	を	はいて	い	
ます。
onna	no	hitotachi	wa	sukaato	o	haite	imasu.
彼	は	シャツ	を	着て	います。
かれ	は	シャツ	を	きて	います。
kare	wa	shatsu	o	kite	imasu.
女の子たち	は	ワンピース	を	着て	います。
おんなのこたち	は	ワンピース	を	きて	います。
onnanokotachi	wa	wanpiisu	o	kite	imasu.
男の子	は	帽子	を	かぶって	います。
おとこのこ	は	ぼうし	を	かぶって	います。
otokonoko	wa	boushi	o	kabutte	imasu.
彼ら	は	ズボン	を	はいて	います。
かれら	は	ズボン	を	はいて	います。
karera	wa	zubon	o	haite	imasu.
女	の	人	は	スカート	を	はいて	います。
おんな	の	ひと	は	スカート	を	はいて	います。
onna	no	hito	wa	sukaato	o	haite	imasu.
男	の	人	と	女	の	人	は	くつ	を	はいて	います。
おとこ	の	ひと	と	おんな	の	ひと	は	くつ	を	はいて	
います。
otoko	no	hito	to	onna	no	hito	wa	kutsu	o	haite	
imasu.
彼女	は	コート	を	着て	います。
かのじょ	は	コート	を	きて	います。
kanojo	wa	kooto	o	kite	imasu.
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28	 彼	は	帽子	を	一個	買って	います。
かれ	は	ぼうし	を	いっこ	かって	います。
kare	wa	boushi	o	ikko	katte	imasu.
彼女	は	帽子	を	二個	買って	います。
かのじょ	は	ぼうし	を	にこ	かって	います。
kanojo	wa	boushi	o	niko	katte	imasu.
彼	は	Tシャツ	を	三枚	買って	います。
かれ	は	Tシャツ	を	さんまい	かって	います。
kare	wa	Tshatsu	o	sanmai	katte	imasu.
彼女	は	Tシャツ	を	四枚	買って	います。
かのじょ	は	Tシャツ	を	よんまい	かって	い	
ます。
kanojo	wa	Tshatsu	o	yonmai	katte	imasu.

29	 男	の	人	は	コート	を	着て	います。
おとこ	の	ひと	は	コート	を	きて	います。
otoko	no	hito	wa	kooto	o	kite	imasu.
男	の	人	は	コート	を	買って	います。
おとこ	の	ひと	は	コート	を	かって	います。
otoko	no	hito	wa	kooto	o	katte	imasu.
男	の	人	は	帽子	を	かぶって	います。
おとこ	の	ひと	は	ぼうし	を	かぶって	います。
otoko	no	hito	wa	boushi	o	kabutte	imasu.
男	の	人	は	帽子	を	買って	います。
おとこ	の	ひと	は	ぼうし	を	かって	います。
otoko	no	hito	wa	boushi	o	katte	imasu.

30	 私	は	スカート	を	買って	います。
わたし	は	スカート	を	かって	います。
watashi	wa	sukaato	o	katte	imasu.
私	は	スカート	を	はいて	います。
わたし	は	スカート	を	はいて	います。
watashi	wa	sukaato	o	haite	imasu.
私	は	ズボン	を	買って	います。
わたし	は	ズボン	を	かって	います。
watashi	wa	zubon	o	katte	imasu.
私	は	ズボン	を	はいて	います。
わたし	は	ズボン	を	はいて	います。
watashi	wa	zubon	o	haite	imasu.

31	 誰	が	食べて	いますか。
だれ	が	たべて	いますか。
dare	ga	tabete	imasuka.
警察官	が	食べて	います。
けいさつかん	が	たべて	います。
keisatsukan	ga	tabete	imasu.
誰	が	読んで	いますか。
だれ	が	よんで	いますか。
dare	ga	yonde	imasuka.
学生たち	が	読んで	います。
がくせいたち	が	よんで	います。
gakuseitachi	ga	yonde	imasu.
誰	が	飲んで	いますか。
だれ	が	のんで	いますか。
dare	ga	nonde	imasuka.
女	の	人たち	が	飲んで	います。
おんな	の	ひとたち	が	のんで	います。
onna	no	hitotachi	ga	nonde	imasu.
誰	が	書いて	いますか。
だれ	が	かいて	いますか。
dare	ga	kaite	imasuka.
女の子	が	書いて	います。
おんなのこ	が	かいて	います。
onnanoko	ga	kaite	imasu.

32	 誰	が	帽子	を	かぶって	いますか。
だれ	が	ぼうし	を	かぶって	いますか。
dare	ga	boushi	o	kabutte	imasuka.
女	の	人	が	帽子	を	かぶって	います。
おんな	の	ひと	が	ぼうし	を	かぶって	います。
onna	no	hito	ga	boushi	o	kabutte	imasu.
誰	が	ボール	を	持って	いますか。
だれ	が	ボール	を	もって	いますか。
dare	ga	booru	o	motte	imasuka.
男の子	が	ボール	を	持って	います。
おとこのこ	が	ボール	を	もって	います。
otokonoko	ga	booru	o	motte	imasu.
誰	が	本	を	持って	いますか。
だれ	が	ほん	を	もって	いますか。
dare	ga	hon	o	motte	imasuka.
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女の子たち	が	本	を	持って	います。
おんなのこたち	が	ほん	を	もって	います。
onnanokotachi	ga	hon	o	motte	imasu.
誰	が	新聞	を	持って	いますか。
だれ	が	しんぶん	を	もって	いますか。
dare	ga	shinbun	o	motte	imasuka.
医者	が	新聞	を	持って	います。
いしゃ	が	しんぶん	を	もって	います。
isha	ga	shinbun	o	motte	imasu.

33	 誰	が	くつ	を	はいて	いますか。
だれ	が	くつ	を	はいて	いますか。
dare	ga	kutsu	o	haite	imasuka.
ぼく	が	くつ	を	はいて	います。
ぼく	が	くつ	を	はいて	います。
boku	ga	kutsu	o	haite	imasu.
誰	が	帽子	を	かぶって	いますか。
だれ	が	ぼうし	を	かぶって	いますか。
dare	ga	boushi	o	kabutte	imasuka.
私たち	が	帽子	を	かぶって	います。
わたしたち	が	ぼうし	を	かぶって	います。
watashitachi	ga	boushi	o	kabutte	imasu.

34	 誰	が	歩いて	いますか。
だれ	が	あるいて	いますか。
dare	ga	aruite	imasuka.
私たち	が	歩いて	います。
わたしたち	が	あるいて	います。
watashitachi	ga	aruite	imasu.
誰	が	走って	いますか。
だれ	が	はしって	いますか。
dare	ga	hashitte	imasuka.
私たち	が	走って	います。
わたしたち	が	はしって	います。
watashitachi	ga	hashitte	imasu.

35	 木	は	何本	ありますか。
き	は	なんぼん	ありますか。
ki	wa	nanbon	arimasuka.

木	は	三本	あります。
き	は	さんぼん	あります。
ki	wa	sanbon	arimasu.
木	は	何本	ありますか。
き	は	なんぼん	ありますか。
ki	wa	nanbon	arimasuka.
木	は	四本	あります。
き	は	よんほん	あります。
ki	wa	yonhon	arimasu.
ボウル	は	何個	ありますか。
ボウル	は	なんこ	ありますか。
bouru	wa	nanko	arimasuka.
ボウル	は	一個	あります。
ボウル	は	いっこ	あります。
bouru	wa	ikko	arimasu.
子供	は	何人	いますか。
こども	は	なんにん	いますか。
kodomo	wa	nannin	imasuka.
子供	は	六人	います。
こども	は	ろくにん	います。
kodomo	wa	rokunin	imasu.

36	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	水	です。
これ	は	みず	です。
kore	wa	mizu	desu.
これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	お皿	です。
これ	は	おさら	です。
kore	wa	osara	desu.

37	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
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これ	は	木	です。
これ	は	き	です。
kore	wa	ki	desu.
草	は	緑	ですか。
くさ	は	みどり	ですか。
kusa	wa	midori	desuka.
はい。	草	は	緑	です。
はい。	くさ	は	みどり	です。
hai.	kusa	wa	midori	desu.

38	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	自転車	です。
これ	は	じてんしゃ	です。
kore	wa	jitensha	desu.
自転車	は	何台	ありますか。
じてんしゃ	は	なんだい	ありますか。
jitensha	wa	nandai	arimasuka.
三台	あります。
さんだい	あります。
sandai	arimasu.
誰	が	自転車	を	持って	いますか。
だれ	が	じてんしゃ	を	もって	いますか。
dare	ga	jitensha	o	motte	imasuka.
彼女	が	自転車	を	持って	います。
かのじょ	が	じてんしゃ	を	もって	います。
kanojo	ga	jitensha	o	motte	imasu.
彼女	は	自転車	を	持って	いますか。
かのじょ	は	じてんしゃ	を	もって	いますか。
kanojo	wa	jitensha	o	motte	imasuka.
はい。
はい。
hai.

39	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.

これ	は	サンドイッチ	です。
これ	は	サンドイッチ	です。
kore	wa	sandoicchi	desu.
サンドイッチ	は	何個	ありますか。
サンドイッチ	は	なんこ	ありますか。
sandoicchi	wa	nanko	arimasuka.
サンドイッチ	は	二個	あります。
サンドイッチ	は	にこ	あります。
sandoicchi	wa	niko	arimasu.
サンドイッチ	を	食べて	いますか。
サンドイッチ	を	たべて	いますか。
sandoicchi	o	tabete	imasuka.
はい。
はい。
hai.

40	 かぎ	は	何個	ありますか。
かぎ	は	なんこ	ありますか。
kagi	wa	nanko	arimasuka.
四個	あります。
よんこ	あります。
yonko	arimasu.
何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
私たち	は	書いて	います。
わたしたち	は	かいて	います。
watashitachi	wa	kaite	imasu.
魚	を	飼って	いますか。
さかな	を	かって	いますか。
sakana	o	katte	imasuka.
はい。
はい。
hai.
馬	は	黒い	ですか。
うま	は	くろい	ですか。
uma	wa	kuroi	desuka.
いいえ。	馬	は	黒く	ありません。
いいえ。	うま	は	くろく	ありません。
iie.	uma	wa	kuroku	arimasen.
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41	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
さようなら。
さようなら。
sayounara.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

1.5 マイルストーン

01	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 犬	を	飼って	いますか。
いぬ	を	かって	いますか。
inu	o	katte	imasuka.
はい。	犬	を	飼って	います。
はい。	いぬ	を	かって	います。
hai.	inu	o	katte	imasu.

03	 何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
本	を	読んで	います。
ほん	を	よんで	います。
hon	o	yonde	imasu.

04	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	コーヒー	です。
これ	は	コーヒー	です。
kore	wa	koohii	desu.

05	 カップ	を	持って	いますか。
カップ	を	もって	いますか。
kappu	o	motte	imasuka.
はい。	カップ	を	持って	います。
はい。	カップ	を	もって	います。
hai.	kappu	o	motte	imasu.

06	 何	を	持って	いますか。
なに	を	もって	いますか。
nani	o	motte	imasuka.
パン	を	持って	います。
パン	を	もって	います。
pan	o	motte	imasu.
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07	 何	を	持って	いますか。
なに	を	もって	いますか。
nani	o	motte	imasuka.
りんご	を	持って	います。
りんご	を	もって	います。
ringo	o	motte	imasu.

08	 犬	は	何	を	して	いますか。
いぬ	は	なに	を	して	いますか。
inu	wa	nani	o	shite	imasuka.
食べて	います。
たべて	います。
tabete	imasu.

2.1 コア	レッスン

01	 男	の	人	と	犬
おとこ	の	ひと	と	いぬ
otoko	no	hito	to	inu
女	の	人	と	彼女	の	犬
おんな	の	ひと	と	かのじょ	の	いぬ
onna	no	hito	to	kanojo	no	inu
女の子	と	馬
おんなのこ	と	うま
onnanoko	to	uma
警察官	と	彼	の	馬
けいさつかん	と	かれ	の	うま
keisatsukan	to	kare	no	uma

02	 女	の	人	と	彼女	の	車
おんな	の	ひと	と	かのじょ	の	くるま
onna	no	hito	to	kanojo	no	kuruma
女	の	人	と	彼女	の	猫
おんな	の	ひと	と	かのじょ	の	ねこ
onna	no	hito	to	kanojo	no	neko
男	の	人	と	彼	の	車
おとこ	の	ひと	と	かれ	の	くるま
otoko	no	hito	to	kare	no	kuruma
男	の	人	と	彼	の	猫
おとこ	の	ひと	と	かれ	の	ねこ
otoko	no	hito	to	kare	no	neko

03	 彼ら	は	サンドイッチ	を	食べて	います。
かれら	は	サンドイッチ	を	たべて	います。
karera	wa	sandoicchi	o	tabete	imasu.
彼女たち	は	サンドイッチ	を	食べて	います。
かのじょたち	は	サンドイッチ	を	たべて	い	
ます。
kanojotachi	wa	sandoicchi	o	tabete	imasu.
彼ら	は	新聞	を	読んで	います。
かれら	は	しんぶん	を	よんで	います。
karera	wa	shinbun	o	yonde	imasu.
彼ら	は	新聞	を	読んで	います。
かれら	は	しんぶん	を	よんで	います。
karera	wa	shinbun	o	yonde	imasu.
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彼女たち	は	本	を	読んで	います。
かのじょたち	は	ほん	を	よんで	います。
kanojotachi	wa	hon	o	yonde	imasu.
彼ら	は	りんご	を	食べて	います。
かれら	は	りんご	を	たべて	います。
karera	wa	ringo	o	tabete	imasu.

04	 彼ら	は	本	を	読んで	います。
かれら	は	ほん	を	よんで	います。
karera	wa	hon	o	yonde	imasu.
彼女	は	本	を	読んで	います。
かのじょ	は	ほん	を	よんで	います。
kanojo	wa	hon	o	yonde	imasu.
彼	は	本	を	読んで	います。
かれ	は	ほん	を	よんで	います。
kare	wa	hon	o	yonde	imasu.
彼女たち	は	りんご	を	食べて	います。
かのじょたち	は	りんご	を	たべて	います。
kanojotachi	wa	ringo	o	tabete	imasu.
彼女	は	りんご	を	食べて	います。
かのじょ	は	りんご	を	たべて	います。
kanojo	wa	ringo	o	tabete	imasu.
彼	は	りんご	を	食べて	います。
かれ	は	りんご	を	たべて	います。
kare	wa	ringo	o	tabete	imasu.

05	 家族
かぞく
kazoku
家族
かぞく
kazoku
家族
かぞく
kazoku

06	 家族
かぞく
kazoku
女	の	人	と	娘さん
おんな	の	ひと	と	むすめさん
onna	no	hito	to	musumesan

男	の	人	と	息子さん
おとこ	の	ひと	と	むすこさん
otoko	no	hito	to	musukosan

07	 家族
かぞく
kazoku
男の子	と	お父さん
おとこのこ	と	おとうさん
otokonoko	to	otousan
女の子	と	お母さん
おんなのこ	と	おかあさん
onnanoko	to	okaasan

08	 お母さん
おかあさん
okaasan
娘さん
むすめさん
musumesan
お父さん
おとうさん
otousan
息子さん
むすこさん
musukosan

09	 赤ちゃん
あかちゃん
akachan
女	の	人	と	ご主人
おんな	の	ひと	と	ごしゅじん
onna	no	hito	to	goshujin
女の子	と	両親
おんなのこ	と	りょうしん
onnanoko	to	ryoushin
二人	の	女の子	と	両親
ふたり	の	おんなのこ	と	りょうしん
futari	no	onnanoko	to	ryoushin

10	 男	の	人	と	奥さん
おとこ	の	ひと	と	おくさん
otoko	no	hito	to	okusan
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女	の	人	と	子供たち
おんな	の	ひと	と	こどもたち
onna	no	hito	to	kodomotachi
お父さん	と	娘さん
おとうさん	と	むすめさん
otousan	to	musumesan
両親	と	息子さんたち
りょうしん	と	むすこさんたち
ryoushin	to	musukosantachi

11	 お母さん	と	赤ちゃん
おかあさん	と	あかちゃん
okaasan	to	akachan
お父さん	と	子供たち
おとうさん	と	こどもたち
otousan	to	kodomotachi
ご主人	と	奥さん
ごしゅじん	と	おくさん
goshujin	to	okusan
両親	と	娘さん
りょうしん	と	むすめさん
ryoushin	to	musumesan

12	 お父さん	と	息子さんたち	は	遊んで	います。
おとうさん	と	むすこさんたち	は	あそんで	い
ます。
otousan	to	musukosantachi	wa	asonde	imasu.
お母さん	と	娘さんたち	は	遊んで	います。
おかあさん	と	むすめさんたち	は	あそんで	い
ます。
okaasan	to	musumesantachi	wa	asonde	imasu.
男の子	と	犬	は	遊んで	います。
おとこのこ	と	いぬ	は	あそんで	います。
otokonoko	to	inu	wa	asonde	imasu.
女	の	人	と	猫	は	遊んで	います。
おんな	の	ひと	と	ねこ	は	あそんで	います。
onna	no	hito	to	neko	wa	asonde	imasu.

13	 息子さん	は	遊んで	いません。	お父さん	は	遊ん
で	います。
むすこさん	は	あそんで	いません。	おとうさん	
は	あそんで	います。
musukosan	wa	asonde	imasen.	otousan	wa	
asonde	imasu.

お父さん	は	本	を	読んで	いません。	娘さん	は	読
んで	います。
おとうさん	は	ほん	を	よんで	いません。	むすめ
さん	は	よんで	います。
otousan	wa	hon	o	yonde	imasen.	musumesan	
wa	yonde	imasu.
子供たち	は	料理して	いません。	お父さん	は	料
理して	います。
こどもたち	は	りょうりして	いません。	おとう
さん	は	りょうりして	います。
kodomotachi	wa	ryourishite	imasen.	otousan	
wa	ryourishite	imasu.

14	 誰	が	遊んで	いますか。
だれ	が	あそんで	いますか。
dare	ga	asonde	imasuka.
誰	が	寝て	いますか。
だれ	が	ねて	いますか。
dare	ga	nete	imasuka.
誰	が	食べて	いますか。
たれ	が	たべて	いますか。
dare	ga	tabete	imasuka.
誰	が	飲んで	いますか。
たれ	が	のんで	いますか。
dare	ga	nonde	imasuka.

15	 お母さん
おかあさん
okaasan
私	の	お母さん	です。
わたし	の	おかあさん	です。
watashi	no	okaasan	desu.
娘さん
むすめさん
musumesan
私	の	娘	です。
わたし	の	むすめ	です。
watashi	no	musume	desu.

16	 お父さん
おとうさん
otousan
ぼく	の	お父さん	です。
ぼく	の	おとうさん	です。
boku	no	otousan	desu.



34

2.1 次のページへ

息子さん
むすこさん
musukosan
私	の	息子	です。
わたし	の	むすこ	です。
watashi	no	musuko	desu.

17	 私	の	お母さん	です。
わたし	の	おかあさん	です。
watashi	no	okaasan	desu.
ぼく	の	お父さん	です。
ぼく	の	おとうさん	です。
boku	no	otousan	desu.
私	の	息子	です。
わたし	の	むすこ	です。
watashi	no	musuko	desu.
私	の	娘	です。
わたし	の	むすめ	です。
watashi	no	musume	desu.

18	 ぼく	の	家族	です。
ぼく	の	かぞく	です。
boku	no	kazoku	desu.
ぼく	の	弟	です。
ぼく	の	おとうと	です。
boku	no	otouto	desu.
ぼく	の	お母さん	です。
ぼく	の	おかあさん	です。
boku	no	okaasan	desu.
ぼく	の	お父さん	です。
ぼく	の	おとうさん	です。
boku	no	otousan	desu.
ぼく	の	友達	です。
ぼく	の	ともだち	です。
boku	no	tomodachi	desu.
ぼく	の	友達	です。
ぼく	の	ともだち	です。
boku	no	tomodachi	desu.

19	 ぼく	の	お兄さん	です。
ぼく	の	おにいさん	です。
boku	no	oniisan	desu.

ぼく	の	弟	です。
ぼく	の	おとうと	です。
boku	no	otouto	desu.
ぼく	の	お姉さん	です。
ぼく	の	おねえさん	です。
boku	no	oneesan	desu.
ぼく	の	妹	です。
ぼく	の	いもうと	です。
boku	no	imouto	desu.

20	 私	の	友達	です。
わたし	の	ともだち	です。
watashi	no	tomodachi	desu.
この	男の子たち	は	兄弟	では	ありません。	友達	
です。
この	おとこのこたち	は	きょうだい	では	ありま
せん。	ともだち	です。
kono	otokonokotachi	wa	kyoudai	dewa	
arimasen.	tomodachi	desu.
この	女の子たち	は	姉妹	では	ありません。	友達	
です。
この	おんなのこたち	は	しまい	では	ありませ
ん。	ともだち	です。
kono	onnanokotachi	wa	shimai	dewa	arimasen.	
tomodachi	desu.

21	 私	の	お母さん	です。
わたし	の	おかあさん	です。
watashi	no	okaasan	desu.
私	の	母	です。
わたし	の	はは	です。
watashi	no	haha	desu.
私	の	お父さん	です。
わたし	の	おとうさん	です。
watashi	no	otousan	desu.
私	の	父	です。
わたし	の	ちち	です。
watashi	no	chichi	desu.

22	 私	の	妹	です。
わたし	の	いもうと	です。
watashi	no	imouto	desu.
私	の	母	です。
わたし	の	はは	です。
watashi	no	haha	desu.
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私	の	両親	です。
わたし	の	りょうしん	です。
watashi	no	ryoushin	desu.

23	 私	の	赤ちゃん	です。
わたし	の	あかちゃん	です。
watashi	no	akachan	desu.
私	の	子供たち	です。
わたし	の	こどもたち	です。
watashi	no	kodomotachi	desu.
私	の	お母さん	です。
わたし	の	おかあさん	です。
watashi	no	okaasan	desu.
私	の	息子たち	です。
わたし	の	むすこたち	です。
watashi	no	musukotachi	desu.
ぼく	の	お姉さん	です。
ぼく	の	おねえさん	です。
boku	no	oneesan	desu.
ぼく	の	両親	です。
ぼく	の	りょうしん	です。
boku	no	ryoushin	desu.

24	 私たち	の	息子	です。
わたしたち	の	むすこ	です。
watashitachi	no	musuko	desu.
私	の	息子	です。
わたし	の	むすこ	です。
watashi	no	musuko	desu.
ぼくたち	の	お母さん	です。
ぼくたち	の	おかあさん	です。
bokutachi	no	okaasan	desu.
私	の	お母さん	です。
わたし	の	おかあさん	です。
watashi	no	okaasan	desu.
私たち	の	子供たち	です。
わたしたち	の	こどもたち	です。
watashitachi	no	kodomotachi	desu.
私たち	の	両親	です。
わたしたち	の	りょうしん	です。
watashitachi	no	ryoushin	desu.

25	 彼	の	自転車	は	大きい	です。
かれ	の	じてんしゃ	は	おおきい	です。
kare	no	jitensha	wa	ookii	desu.
彼女	の	自転車	は	小さい	です。
かのじょ	の	じてんしゃ	は	ちいさい	です。
kanojo	no	jitensha	wa	chiisai	desu.
彼女たち	の	自転車	は	緑	です。
かのじょたち	の	じてんしゃ	は	みどり	です。
kanojotachi	no	jitensha	wa	midori	desu.
私	の	自転車	は	青い	です。
わたし	の	じてんしゃ	は	あおい	です。
watashi	no	jitensha	wa	aoi	desu.
私たち	の	自転車	は	黒い	です。
わたしたち	の	じてんしゃ	は	くろい	です。
watashitachi	no	jitensha	wa	kuroi	desu.

26	 私たち	には	息子	が	二人	います。
わたしたち	には	むすこ	が	ふたり	います。
watashitachi	niwa	musuko	ga	futari	imasu.
私たち	には	娘	が	四人	います。
わたしたち	には	むすめ	が	よにん	います。
watashitachi	niwa	musume	ga	yonin	imasu.
私たち	には	息子	が	一人	と	娘	が	三人	います。
わたしたち	には	むすこ	が	ひとり	と	むすめ	が	さ
んにん	います。
watashitachi	niwa	musuko	ga	hitori	to	musume	
ga	sannin	imasu.

27	 六
ろく
roku
七
しち
shichi
八
はち
hachi
九
きゅう
kyuu
十
じゅう
juu
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十一
じゅういち
juuichi
十二
じゅうに
juuni
ゼロ
ゼロ
zero

28	 七
しち
shichi
七
なな
nana
九
きゅう
kyuu
九
く
ku

29	 七本	の	ペン
ななほん	の	ペン
nanahon	no	pen
七人	の	赤ちゃん
ななにん	の	あかちゃん
nananin	no	akachan
八個	の	卵
はっこ	の	たまご
hakko	no	tamago
八個	の	椅子
はっこ	の	いす
hakko	no	isu
九個	の	帽子
きゅうこ	の	ぼうし
kyuuko	no	boushi
九個	の	りんご
きゅうこ	の	りんご
kyuuko	no	ringo

30	 十枚	の	お皿
じゅうまい	の	おさら
juumai	no	osara
十個	の	カップ
じゅっこ	の	カップ
jukko	no	kappu
十一個	の	ボウル
じゅういっこ	の	ボウル
juuikko	no	bouru
十一本	の	花
じゅういっぽん	の	はな
juuippon	no	hana
十二個	の	ボール
じゅうにこ	の	ボール
juuniko	no	booru
十二個	の	かぎ
じゅうにこ	の	かぎ
juuniko	no	kagi

31	 三、	二、		一、	ゼロ
さん、	に、		いち、	ゼロ
san,	ni,	ichi,	zero
六、	七、	八、	九、	十
ろく、	なな、	はち、	きゅう、	じゅう
roku,	nana,	hachi,	kyuu,	juu
六、	八、	十、	十二
ろく、	はち、	じゅう、	じゅうに
roku,	hachi,	juu,	juuni
十一、	ゼロ、	九、	五
じゅういち、	ゼロ、	きゅう、	ご
juuichi,	zero,	kyuu,	go

32	 一歳	です。
いっさい	です。
issai	desu.
二歳	です。
にさい	です。
nisai	desu.
三歳	です。
さんさい	です。
sansai	desu.
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四歳	です。
よんさい	です。
yonsai	desu.
五歳	です。
ごさい	です。
gosai	desu.
六歳	です。
ろくさい	です。
rokusai	desu.
七歳	です。
ななさい	です。
nanasai	desu.
八歳	です。
はっさい	です。
hassai	desu.

33	 彼	は	何歳	ですか。
かれ	は	なんさい	ですか。
kare	wa	nansai	desuka.
六歳	です。
ろくさい	です。
rokusai	desu.
彼女	は	何歳	ですか。
かのじょ	は	なんさい	ですか。
kanojo	wa	nansai	desuka.
七歳	です。
ななさい	です。
nanasai	desu.

34	 何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
五歳	です。
ごさい	です。
gosai	desu.
何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
四歳	です。
よんさい	です。
yonsai	desu.
何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.

十歳	です。
じゅっさい	です。
jussai	desu.

35	 彼	は	何歳	ですか。
かれ	は	なんさい	ですか。
kare	wa	nansai	desuka.
十二歳	です。
じゅうにさい	です。
juunisai	desu.
何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
五歳	です。
ごさい	です。
gosai	desu.
彼女	は	何歳	ですか。
かのじょ	は	なんさい	ですか。
kanojo	wa	nansai	desuka.
九歳	です。
きゅうさい	です。
kyuusai	desu.
何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
九歳	です。
きゅうさい	です。
kyuusai	desu.

36	 私	の	お医者さん	ですか。
わたし	の	おいしゃさん	ですか。
watashi	no	oishasan	desuka.
はい。
はい。
hai.
私	の	先生	ですか。
わたし	の	せんせい	ですか。
watashi	no	sensei	desuka.
はい。
はい。
hai.
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37	 寝て	いますか。
ねて	いますか。
nete	imasuka.
いいえ。
いいえ。
iie.
何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
本	を	読んで	います。
ほん	を	よんで	います。
hon	o	yonde	imasu.

38	 食べて	いますか。
たべて	いますか。
tabete	imasuka.
いいえ。
いいえ。
iie.
何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
書いて	います。
かいて	います。
kaite	imasu.

2.2 コア	レッスン

01	 アパート
アパート
apaato
アパート
アパート
apaato
アパート
アパート
apaato
家
いえ
ie
家
いえ
ie
ドア
ドア
doa

02	 テレビ
テレビ
terebi
テレビ
テレビ
terebi
テレビ
テレビ
terebi
ラジオ
ラジオ
rajio
ラジオ
ラジオ
rajio
コンピュータ
コンピュータ
konpyuuta
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03	 デスクトップ・	コンピュータ
デスクトップ・	コンピュータ
desukutoppu	konpyuuta
デスクトップ・	コンピュータ
デスクトップ・	コンピュータ
desukutoppu	konpyuuta
デスクトップ・	コンピュータ
デスクトップ・	コンピュータ
desukutoppu	konpyuuta
ノート	パソコン
ノート	パソコン
nooto	pasokon
ノート	パソコン
ノート	パソコン
nooto	pasokon
コンピュータ
コンピュータ
konpyuuta

04	 アパート
アパート
apaato
ドア
ドア
doa
家
いえ
ie
コンピュータ
コンピュータ
konpyuuta
テレビ
テレビ
terebi
ラジオ
ラジオ
rajio

05	 コンピュータ	は	テーブル	の	上	に	あります。
コンピュータ	は	テーブル	の	うえ	に	あります。
konpyuuta	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.
ラジオ	は	椅子	の	上	に	あります。
ラジオ	は	いす	の	うえ	に	あります。
rajio	wa	isu	no	ue	ni	arimasu.
猫	は	テレビ	の	上	に	います。
ねこ	は	テレビ	の	うえ	に	います。
neko	wa	terebi	no	ue	ni	imasu.
りんご	は	コンピュータ	の	上	に	あります。
りんご	は	コンピュータ	の	うえ	に	あります。
ringo	wa	konpyuuta	no	ue	ni	arimasu.

06	 コンピュータ	は	車	の	中	に	あります。
コンピュータ	は	くるま	の	なか	に	あります。
konpyuuta	wa	kuruma	no	naka	ni	arimasu.
かぎ	は	くつ	の	中	に	あります。
かぎ	は	くつ	の	なか	に	あります。
kagi	wa	kutsu	no	naka	ni	arimasu.
猫	は	帽子	の	中	に	います。
ねこ	は	ぼうし	の	なか	に	います。
neko	wa	boushi	no	naka	ni	imasu.

07	 男	の	人	は	車	の	中	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	なか	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	naka	ni	imasu.
男	の	人	は	車	の	上	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	うえ	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	ue	ni	imasu.
猫	は	家	の	中	に	います。
ねこ	は	いえ	の	なか	に	います。
neko	wa	ie	no	naka	ni	imasu.
猫	は	家	の	上	に	います。
ねこ	は	いえ	の	うえ	に	います。
neko	wa	ie	no	ue	ni	imasu.
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08	 窓
まど
mado
窓
まど
mado
窓
まど
mado
トイレ
トイレ
toire
トイレ
トイレ
toire
流し
ながし
nagashi

09	 居間
いま
ima
居間
いま
ima
居間
いま
ima
台所
だいどころ
daidokoro
台所
だいどころ
daidokoro
バスルーム
バスルーム
basuruumu

10	 居間
いま
ima
バスルーム
バスルーム
basuruumu
台所
だいどころ
daidokoro
窓
まど
mado
トイレ
トイレ
toire
流し
ながし
nagashi

11	 りんご	は	ボウル	の	中	に	あります。
りんご	は	ボウル	の	なか	に	あります。
ringo	wa	bouru	no	naka	ni	arimasu.
ボウル	は	テーブル	の	上	に	あります。
ボウル	は	テーブル	の	うえ	に	あります。
bouru	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.
テーブル	は	台所	に	あります。
テーブル	は	だいどころ	に	あります。
teeburu	wa	daidokoro	ni	arimasu.
台所	は	家	の	中	に	あります。
だいどころ	は	いえ	の	なか	に	あります。
daidokoro	wa	ie	no	naka	ni	arimasu.

12	 男の子	は	家	の	中	に	います。
おとこのこ	は	いえ	の	なか	に	います。
otokonoko	wa	ie	no	naka	ni	imasu.
女の子	は	アパート	の	中	に	います。
おんなのこ	は	アパート	の	なか	に	います。
onnanoko	wa	apaato	no	naka	ni	imasu.
家族	は	家	の	中	に	います。
かぞく	は	いえ	の	なか	に	います。
kazoku	wa	ie	no	naka	ni	imasu.
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女	の	人	は	アパート	の	中	に	います。
おんな	の	ひと	は	アパート	の	なか	に	います。
onna	no	hito	wa	apaato	no	naka	ni	imasu.

13	 この	ドア	は	大きい	です。
この	ドア	は	おおきい	です。
kono	doa	wa	ookii	desu.
この	ドア	は	小さい	です。
この	ドア	は	ちいさい	です。
kono	doa	wa	chiisai	desu.
この	窓	は	大きい	です。
この	まど	は	おおきい	です。
kono	mado	wa	ookii	desu.
この	窓	は	小さい	です。
この	まど	は	ちいさい	です。
kono	mado	wa	chiisai	desu.

14	 男	の	人	は	ダイニングルーム	に	います。
おとこ	の	ひと	は	ダイニングルーム	に	います。
otoko	no	hito	wa	daininguruumu	ni	imasu.
猫	は	寝室	に	います。
ねこ	は	しんしつ	に	います。
neko	wa	shinshitsu	ni	imasu.
家族	は	ダイニングルーム	に	います。
かぞく	は	ダイニングルーム	に	います。
kazoku	wa	daininguruumu	ni	imasu.
コンピュータ	は	寝室	に	あります。
コンピュータ	は	しんしつ	に	あります。
konpyuuta	wa	shinshitsu	ni	arimasu.

15	 台所	は	緑	です。
だいどころ	は	みどり	です。
daidokoro	wa	midori	desu.
寝室	は	緑	です。
しんしつ	は	みどり	です。
shinshitsu	wa	midori	desu.
トイレ	は	緑	です。
トイレ	は	みどり	です。
toire	wa	midori	desu.

居間	は	緑	です。
いま	は	みどり	です。
ima	wa	midori	desu.
ダイニングルーム	は	緑	です。
ダイニングルーム	は	みどり	です。
daininguruumu	wa	midori	desu.
家	は	緑	です。
いえ	は	みどり	です。
ie	wa	midori	desu.

16	 女	の	人	と	おじいさん	は	台所	に	います。
おんな	の	ひと	と	おじいさん	は	だいどころ	に	い
ます。
onna	no	hito	to	ojiisan	wa	daidokoro	ni	imasu.
男の子	と	おばあさん	は	居間	に	います。
おとこのこ	と	おばあさん	は	いま	に	います。
otokonoko	to	obaasan	wa	ima	ni	imasu.
女	の	人	と	おばあさん	は	居間	に	います。
おんな	の	ひと	と	おばあさん	は	いま	に	います。
onna	no	hito	to	obaasan	wa	ima	ni	imasu.
男の子	と	おじいさん	は	外	に	います。
おとこのこ	と	おじいさん	は	そと	に	います。
otokonoko	to	ojiisan	wa	soto	ni	imasu.

17	 女の子	と	おばあさん	は	ダイニングルーム	に	い
ます。
おんなのこ	と	おばあさん	は	ダイニングルーム	
に	います。
onnanoko	to	obaasan	wa	daininguruumu	ni	
imasu.
男の子	と	おじいさん	は	バスルーム	に	います。
おとこのこ	と	おじいさん	は	バスルーム	に	い
ます。
otokonoko	to	ojiisan	wa	basuruumu	ni	imasu.
女の子	と	おじいさん	は	遊んで	います。
おんなのこ	と	おじいさん	は	あそんで	います。
onnanoko	to	ojiisan	wa	asonde	imasu.
男の子	と	おばあさん	は	料理して	います。
おとこのこ	と	おばあさん	は	りょうりして	い
ます。
otokonoko	to	obaasan	wa	ryourishite	imasu.
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18	 お父さん	は	息子さん	を	抱いて	います。
おとうさん	は	むすこさん	を	だいて	います。
otousan	wa	musukosan	o	daite	imasu.
お母さん	は	娘さん	を	抱いて	います。
おかあさん	は	むすめさん	を	だいて	います。
okaasan	wa	musumesan	o	daite	imasu.
ご主人	は	奥さん	に	キスして	います。
ごしゅじん	は	おくさん	に	キスして	います。
goshujin	wa	okusan	ni	kisushite	imasu.
お姉さん	は	弟	に	キスして	います。
おねえさん	は	おとうと	に	キスして	います。
oneesan	wa	otouto	ni	kisushite	imasu.

19	 彼女	は	彼女	の	おばあさん	を	抱いて	います。
かのじょ	は	かのじょ	の	おばあさん	を	だいて	い
ます。
kanojo	wa	kanojo	no	obaasan	o	daite	imasu.
彼	は	息子さん	に	キスして	います。
かれ	は	むすこさん	に	キスして	います。
kare	wa	musukosan	ni	kisushite	imasu.
彼女	は	ご主人	に	キスして	います。
かのじょ	は	ごしゅじん	に	キスして	います。
kanojo	wa	goshujin	ni	kisushite	imasu.
彼女	は	ご主人	に	キスして	います。
かのじょ	は	ごしゅじん	に	キスして	います。
kanojo	wa	goshujin	ni	kisushite	imasu.

20	 私	は	お母さん	が	大好き	です。
わたし	は	おかあさん	が	だいすき	です。
watashi	wa	okaasan	ga	daisuki	desu.
私	は	弟	が	大好き	です。
わたし	は	おとうと	が	だいすき	です。
watashi	wa	otouto	ga	daisuki	desu.
ぼく	は	お姉さん	が	大好き	です。
ぼく	は	おねえさん	が	だいすき	です。
boku	wa	oneesan	ga	daisuki	desu.
ぼく	は	おじいさん	が	大好き	です。
ぼく	は	おじいさん	が	だいすき	です。
boku	wa	ojiisan	ga	daisuki	desu.

21	 奥さん	は	ご主人	を	愛して	います。
おくさん	は	ごしゅじん	を	あいして	います。
okusan	wa	goshujin	o	aishite	imasu.
両親	は	子供たち	を	愛して	います。
りょうしん	は	こどもたち	を	あいして	います。
ryoushin	wa	kodomotachi	o	aishite	imasu.
男の子	は	おじいさん	が	大好き	です。
おとこのこ	は	おじいさん	が	だいすき	です。
otokonoko	wa	ojiisan	ga	daisuki	desu.
女の子	は	彼女	の	犬	が	大好き	です。
おんなのこ	は	かのじょ	の	いぬ	が	だいすき		
です。
onnanoko	wa	kanojo	no	inu	ga	daisuki	desu.

22	 男	の	人	と	女	の	人	は	キスして	います。
おとこ	の	ひと	と	おんな	の	ひと	は	キスして	い
ます。
otoko	no	hito	to	onna	no	hito	wa	kisushite	
imasu.
子供たち	は	お母さん	が	大好き	です。
こどもたち	は	おかあさん	が	だいすき	です。
kodomotachi	wa	okaasan	ga	daisuki	desu.
私	の	赤ちゃん	を	愛して	います。
わたし	の	あかちゃん	を	あいして	います。
watashi	no	akachan	o	aishite	imasu.

23	 猫	は	テーブル	の	下	に	います。
ねこ	は	テーブル	の	した	に	います。
neko	wa	teeburu	no	shita	ni	imasu.
犬	は	シャツ	の	下	に	います。
いぬ	は	シャツ	の	した	に	います。
inu	wa	shatsu	no	shita	ni	imasu.
男の子たち	は	ベッド	の	下	に	います。
おとこのこたち	は	ベッド	の	した	に	います。
otokonokotachi	wa	beddo	no	shita	ni	imasu.

24	 猫	は	テーブル	の	上	に	います。
ねこ	は	テーブル	の	うえ	に	います。
neko	wa	teeburu	no	ue	ni	imasu.
猫	は	テーブル	の	下	に	います。
ねこ	は	テーブル	の	した	に	います。
neko	wa	teeburu	no	shita	ni	imasu.
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私	は	ベッド	の	上	に	います。
わたし	は	ベッド	の	うえ	に	います。
watashi	wa	beddo	no	ue	ni	imasu.
私	は	ベッド	の	下	に	います。
わたし	は	ベッド	の	した	に	います。
watashi	wa	beddo	no	shita	ni	imasu.

25	 男	の	人	は	車	の	上	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	うえ	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	ue	ni	imasu.
男	の	人	は	車	の	中	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	なか	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	naka	ni	imasu.
男	の	人	は	車	の	下	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	した	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	shita	ni	imasu.

26	 女の子	は	ベッド	の	上	に	います。
おんなのこ	は	ベッド	の	うえ	に	います。
onnanoko	wa	beddo	no	ue	ni	imasu.
女の子	は	ベッド	の	下	に	います。
おんなのこ	は	ベッド	の	した	に	います。
onnanoko	wa	beddo	no	shita	ni	imasu.
男	の	人	は	車	の	上	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	うえ	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	ue	ni	imasu.
男	の	人	は	車	の	下	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	した	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	shita	ni	imasu.

27	 男	の	子たち	は	テレビ	を	見て	います。
おとこ	の	こたち	は	テレビ	を	みて	います。
otoko	no	kotachi	wa	terebi	o	mite	imasu.
子供	は	ラジオ	を	聞いて	います。
こども	は	ラジオ	を	きいて	います。
kodomo	wa	rajio	o	kiite	imasu.
猫	は	魚	を	見て	います。
ねこ	は	さかな	を	みて	います。
neko	wa	sakana	o	mite	imasu.
両親	は	聞いて	います。
りょうしん	は	きいて	います。
ryoushin	wa	kiite	imasu.

28	 男	の	人	は	ラジオ	を	聞いて	います。
おとこ	の	ひと	は	ラジオ	を	きいて	います。
otoko	no	hito	wa	rajio	o	kiite	imasu.
女の子	は	ラジオ	を	聞いて	います。
おんなのこ	は	ラジオ	を	きいて	います。
onnanoko	wa	rajio	o	kiite	imasu.
両親	は	子供たち	を	見て	います。
りょうしん	は	こどもたち	を	みて	います。
ryoushin	wa	kodomotachi	o	mite	imasu.
男の子	と	女の子	は	魚	を	見て	います。
おとこのこ	と	おんなのこ	は	さかな	を	みて	い
ます。
otokonoko	to	onnanoko	wa	sakana	o	mite	
imasu.

29	 男	の	人	は	立って	います。
おとこ	の	ひと	は	たって	います。
otoko	no	hito	wa	tatte	imasu.
男の子	は	座って	います。
おとこのこ	は	すわって	います。
otokonoko	wa	suwatte	imasu.
女	の	人	は	立って	います。
おんな	の	ひと	は	たって	います。
onna	no	hito	wa	tatte	imasu.
女の子	は	座って	います。
おんなのこ	は	すわって	います。
onnanoko	wa	suwatte	imasu.

30	 お母さん	は	台所	に	座って	います。
おかあさん	は	だいどころ	に	すわって	います。
okaasan	wa	daidokoro	ni	suwatte	imasu.
娘さん	は	居間	に	座って	います。
むすめさん	は	いま	に	すわって	います。
musumesan	wa	ima	ni	suwatte	imasu.
息子さん	は	居間	に	立って	います。
むすこさん	は	いま	に	たって	います。
musukosan	wa	ima	ni	tatte	imasu.
お父さん	は	台所	に	立って	います。
おとうさん	は	だいどころ	に	たって	います。
otousan	wa	daidokoro	ni	tatte	imasu.



44

2.2 次のページへ

31	 男	の	人	は	立って	います。
おとこ	の	ひと	は	たって	います。
otoko	no	hito	wa	tatte	imasu.
男	の	人	は	座って	います。
おとこ	の	ひと	は	すわって	います。
otoko	no	hito	wa	suwatte	imasu.
女	の	人	は	立って	います。
おんな	の	ひと	は	たって	います。
onna	no	hito	wa	tatte	imasu.
女	の	人	は	座って	います。
おんな	の	ひと	は	すわって	います。
onna	no	hito	wa	suwatte	imasu.

32	 これ	は	あなた	の	本	ですか。
これ	は	あなた	の	ほん	ですか。
kore	wa	anata	no	hon	desuka.
はい。	私	の	本	です。
はい。	わたし	の	ほん	です。
hai.	watashi	no	hon	desu.
これ	は	あなた	の	帽子	ですか。
これ	は	あなた	の	ぼうし	ですか。
kore	wa	anata	no	boushi	desuka.
いいえ。	私	の	帽子	では	ありません。
いいえ。	わたし	の	ぼうし	では	ありません。
iie.	watashi	no	boushi	dewa	arimasen.

33	 妹さん	ですか。
いもうとさん	ですか。
imoutosan	desuka.
はい。	私	の	妹	です。
はい。	わたし	の	いもうと	です。
hai.	watashi	no	imouto	desu.
これ	は	あなた	の	ボール	ですか。
これ	は	あなた	の	ボール	ですか。
kore	wa	anata	no	booru	desuka.
はい。	私	の	ボール	です。
はい。	わたし	の	ボール	です。
hai.	watashi	no	booru	desu.

34	 私	の	かぎ	は	どこ	ですか。
わたし	の	かぎ	は	どこ	ですか。
watashi	no	kagi	wa	doko	desuka.
かぎ	は	車	の	中	に	あります。
かぎ	は	くるま	の	なか	に	あります。
kagi	wa	kuruma	no	naka	ni	arimasu.
私	の	コート	は	どこ	ですか。
わたし	の	コート	は	どこ	ですか。
watashi	no	kooto	wa	doko	desuka.
コート	は	椅子	の	上	に	あります。
コート	は	いす	の	うえ	に	あります。
kooto	wa	isu	no	ue	ni	arimasu.

35	 私	の	本	は	どこ	ですか。
わたし	の	ほん	は	どこ	ですか。
watashi	no	hon	wa	doko	desuka.
本	は	椅子	の	上	に	あります。
ほん	は	いす	の	うえ	に	あります。
hon	wa	isu	no	ue	ni	arimasu.
私	の	カップ	は	どこ	ですか。
わたし	の	カップ	は	どこ	ですか。
watashi	no	kappu	wa	doko	desuka.
カップ	は	流し	に	あります。
カップ	は	ながし	に	あります。
kappu	wa	nagashi	ni	arimasu.

36	 彼	は	弟	ですか。
かれ	は	おとうと	ですか。
kare	wa	otouto	desuka.
はい。	私	の	弟	です。
はい。	わたし	の	おとうと	です。
hai.	watashi	no	otouto	desu.
私	の	新聞	は	どこ	ですか。
わたし	の	しんぶん	は	どこ	ですか。
watashi	no	shinbun	wa	doko	desuka.
新聞	は	テーブル	の	上	に	あります。
しんぶん	は	テーブル	の	うえ	に	あります。
shinbun	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.
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37	 くつ	は	どこ	ですか。
くつ	は	どこ	ですか。
kutsu	wa	doko	desuka.
くつ	は	ベッド	の	下	に	あります。
くつ	は	ベッド	の	した	に	あります。
kutsu	wa	beddo	no	shita	ni	arimasu.
新聞	は	どこ	ですか。
しんぶん	は	どこ	ですか。
shinbun	wa	doko	desuka.
新聞	は	ベッド	の	上	に	あります。
しんぶん	は	ベッド	の	うえ	に	あります。
shinbun	wa	beddo	no	ue	ni	arimasu.

38	 カップ	は	どこ	ですか。
カップ	は	どこ	ですか。
kappu	wa	doko	desuka.
カップ	は	流し	に	あります。
カップ	は	ながし	に	あります。
kappu	wa	nagashi	ni	arimasu.
お皿	は	どこ	ですか。
おさら	は	どこ	ですか。
osara	wa	doko	desuka.
お皿	は	流し	に	あります。
おさら	は	ながし	に	あります。
osara	wa	nagashi	ni	arimasu.

2.3 コア	レッスン

01	 私	は	アパート	に	住んで	います。
わたし	は	アパート	に	すんで	います。
watashi	wa	apaato	ni	sunde	imasu.
私	は	家	に	住んで	います。
わたし	は	いえ	に	すんで	います。
watashi	wa	ie	ni	sunde	imasu.
私たち	は	アパート	に	住んで	います。
わたしたち	は	アパート	に	すんで	います。
watashitachi	wa	apaato	ni	sunde	imasu.
私たち	は	家	に	住んで	います。
わたしたち	は	いえ	に	すんで	います。
watashitachi	wa	ie	ni	sunde	imasu.

02	 私	は	家	に	住んで	います。
わたし	は	いえ	に	すんで	います。
watashi	wa	ie	ni	sunde	imasu.
彼女	は	アパート	に	住んで	います。
かのじょ	は	アパート	に	すんで	います。
kanojo	wa	apaato	ni	sunde	imasu.
彼ら	は	家	に	住んで	います。
かれら	は	いえ	に	すんで	います。
karera	wa	ie	ni	sunde	imasu.
私たち	は	アパート	に	住んで	います。
わたしたち	は	アパート	に	すんで	います。
watashitachi	wa	apaato	ni	sunde	imasu.

03	 ローマ
ローマ
rooma
ローマ
ローマ
rooma
ローマ
ローマ
rooma
パリ
パリ
pari
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パリ
パリ
pari
モスクワ
モスクワ
mosukuwa

04	 どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
私	は	アパート	の	二	一	一	に	住んで	います。
わたし	は	アパート	の	に	いち	いち	に	すんで	い
ます。
watashi	wa	apaato	no	ni	ichi	ichi	ni	sunde	
imasu.
どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
私	は	アパート	の	二	一	五	に	住んで	います。
わたし	は	アパート	の	に	いち	ご	に	すんで	いま
す。
watashi	wa	apaato	no	ni	ichi	go	ni	sunde	imasu.

05	 どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
私	は	モスクワ	に	住んで	います。
わたし	は	モスクワ	に	すんで	います。
watashi	wa	mosukuwa	ni	sunde	imasu.
どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
私	は	パリ	に	住んで	います。
わたし	は	パリ	に	すんで	います。
watashi	wa	pari	ni	sunde	imasu.

06	 どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
私たち	は	ローマ	に	住んで	います。
わたしたち	は	ローマ	に	すんで	います。
watashitachi	wa	rooma	ni	sunde	imasu.

どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
私たち	は	モスクワ	に	住んで	います。
わたしたち	は	モスクワ	に	すんで	います。
watashitachi	wa	mosukuwa	ni	sunde	imasu.
どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
私たち	は	パリ	に	住んで	います。
わたしたち	は	パリ	に	すんで	います。
watashitachi	wa	pari	ni	sunde	imasu.

07	 国
くに
kuni
国
くに
kuni
国
くに
kuni
町
まち
machi
町
まち
machi
橋
はし
hashi

08	 公園
こうえん
kouen
公園
こうえん
kouen
公園
こうえん
kouen
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通り
とおり
toori
通り
とおり
toori
橋
はし
hashi

09	 国
くに
kuni
町
まち
machi
通り
とおり
toori
公園
こうえん
kouen
橋
はし
hashi

10	 女の子	は	橋	の	上	に	座って	います。
おんなのこ	は	はし	の	うえ	に	すわって	います。
onnanoko	wa	hashi	no	ue	ni	suwatte	imasu.
男	の	人	は	通り	に	立って	います。
おとこ	の	ひと	は	とおり	に	たって	います。
otoko	no	hito	wa	toori	ni	tatte	imasu.
女の子たち	は	橋	の	上	に	立って	います。
おんなのこたち	は	はし	の	うえ	に	たって	い	
ます。
onnanokotachi	wa	hashi	no	ue	ni	tatte	imasu.
女	の	人	は	公園	で	座って	います。
おんな	の	ひと	は	こうえん	で	すわって	います。
onna	no	hito	wa	kouen	de	suwatte	imasu.

11	 この	通り	は	パリ	に	あります。
この	とおり	は	パリ	に	あります。
kono	toori	wa	pari	ni	arimasu.

この	町	は	フランス	に	あります。
この	まち	は	フランス	に	あります。
kono	machi	wa	furansu	ni	arimasu.
この	橋	は	ニューヨーク	に	あります。
この	はし	は	ニューヨーク	に	あります。
kono	hashi	wa	nyuuyooku	ni	arimasu.
この	町	は	アメリカ	に	あります。
この	まち	は	アメリカ	に	あります。
kono	machi	wa	amerika	ni	arimasu.

12	 彼ら	は	フランス	の	出身	です。
かれら	は	フランス	の	しゅっしん	です。
karera	wa	furansu	no	shusshin	desu.
彼	は	フランス	の	出身	です。
かれ	は	フランス	の	しゅっしん	です。
kare	wa	furansu	no	shusshin	desu.
彼女	は	フランス	の	出身	です。
かのじょ	は	フランス	の	しゅっしん	です。
kanojo	wa	furansu	no	shusshin	desu.
彼ら	は	アメリカ	の	出身	です。
かれら	は	アメリカ	の	しゅっしん	です。
karera	wa	amerika	no	shusshin	desu.
彼	は	アメリカ	の	出身	です。
かれ	は	アメリカ	の	しゅっしん	です。
kare	wa	amerika	no	shusshin	desu.
彼女	は	アメリカ	の	出身	です。
かのじょ	は	アメリカ	の	しゅっしん	です。
kanojo	wa	amerika	no	shusshin	desu.

13	 私たち	は	日本	の	出身	です。
わたしたち	は	にほん	の	しゅっしん	です。
watashitachi	wa	nihon	no	shusshin	desu.
私	は	日本	の	出身	です。
わたし	は	にほん	の	しゅっしん	です。
watashi	wa	nihon	no	shusshin	desu.
彼	は	日本	の	出身	です。
かれ	は	にほん	の	しゅっしん	です。
kare	wa	nihon	no	shusshin	desu.
日本	の	出身	ですか。
にほん	の	しゅっしん	ですか。
nihon	no	shusshin	desuka.
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2.3 次のページへ

14	 中国
ちゅうごく
chuugoku
中国
ちゅうごく
chuugoku
中国
ちゅうごく
chuugoku
ロシア
ロシア
roshia
ロシア
ロシア
roshia
エジプト
エジプト
ejiputo

15	 どこ	の	出身	ですか。
どこ	の	しゅっしん	ですか。
doko	no	shusshin	desuka.
私	は	アメリカ	の	出身	です。
わたし	は	アメリカ	の	しゅっしん	です。
watashi	wa	amerika	no	shusshin	desu.
どこ	の	出身	ですか。
どこ	の	しゅっしん	ですか。
doko	no	shusshin	desuka.
私	は	エジプト	の	出身	です。
わたし	は	エジプト	の	しゅっしん	です。
watashi	wa	ejiputo	no	shusshin	desu.
どこ	の	出身	ですか。
どこ	の	しゅっしん	ですか。
doko	no	shusshin	desuka.
私たち	は	フランス	の	出身	です。
わたしたち	は	フランス	の	しゅっしん	です。
watashitachi	wa	furansu	no	shusshin	desu.
どこ	の	出身	ですか。
どこ	の	しゅっしん	ですか。
doko	no	shusshin	desuka.

私たち	は	中国	の	出身	です。
わたしたち	は	ちゅうごく	の	しゅっしん	です。
watashitachi	wa	chuugoku	no	shusshin	desu.

16	 男の子	は	家	の	近く	に	います。
おとこのこ	は	いえ	の	ちかく	に	います。
otokonoko	wa	ie	no	chikaku	ni	imasu.
女の子	は	家	から	遠く	に	います。
おんなのこ	は	いえ	から	とおく	に	います。
onnanoko	wa	ie	kara	tooku	ni	imasu.
犬	は	家	の	近く	に	います。
いぬ	は	いえ	の	ちかく	に	います。
inu	wa	ie	no	chikaku	ni	imasu.
馬	は	家	から	遠く	に	います。
うま	は	いえ	から	とおく	に	います。
uma	wa	ie	kara	tooku	ni	imasu.

17	 私	の	家	は	通り	の	近く	に	あります。
わたし	の	いえ	は	とおり	の	ちかく	に	あります。
watashi	no	ie	wa	toori	no	chikaku	ni	arimasu.
ぼく	の	家	は	通り	から	遠く	に	あります。
ぼく	の	いえ	は	とおり	から	とおく	に	あります。
boku	no	ie	wa	toori	kara	tooku	ni	arimasu.
椅子	は	ドア	の	近く	に	あります。
いす	は	ドア	の	ちかく	に	あります。
isu	wa	doa	no	chikaku	ni	arimasu.
椅子	は	ドア	から	遠く	に	あります。
いす	は	ドア	から	とおく	に	あります。
isu	wa	doa	kara	tooku	ni	arimasu.

18	 私	は	木	の	近く	に	います。
わたし	は	き	の	ちかく	に	います。
watashi	wa	ki	no	chikaku	ni	imasu.
私	は	木	から	遠く	に	います。
わたし	は	き	から	とおく	に	います。
watashi	wa	ki	kara	tooku	ni	imasu.
私	は	橋	の	近く	に	います。
わたし	は	はし	の	ちかく	に	います。
watashi	wa	hashi	no	chikaku	ni	imasu.
私	は	橋	から	遠く	に	います。
わたし	は	はし	から	とおく	に	います。
watashi	wa	hashi	kara	tooku	ni	imasu.
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19	 ブラジル
ブラジル
burajiru
ブラジル
ブラジル
burajiru
ブラジル
ブラジル
burajiru
日本
にほん
nihon
日本
にほん
nihon
イタリア
イタリア
itaria

20	 この	国	の	名前	は	イタリア	です。
この	くに	の	なまえ	は	イタリア	です。
kono	kuni	no	namae	wa	itaria	desu.
この	国	の	名前	は	日本	です。
この	くに	の	なまえ	は	にほん	です。
kono	kuni	no	namae	wa	nihon	desu.
この	国	の	名前	は	エジプト	です。
この	くに	の	なまえ	は	エジプト	です。
kono	kuni	no	namae	wa	ejiputo	desu.
この	国	の	名前	は	ロシア	です。
この	くに	の	なまえ	は	ロシア	です。
kono	kuni	no	namae	wa	roshia	desu.

21	 日本	は	中国	の	近く	に	あります。
にほん	は	ちゅうごく	の	ちかく	に	あります。
nihon	wa	chuugoku	no	chikaku	ni	arimasu.
日本	は	ブラジル	から	遠く	に	あります。
にほん	は	ブラジル	から	とおく	に	あります。
nihon	wa	burajiru	kara	tooku	ni	arimasu.
イタリア	は	フランス	の	近く	に	あります。
イタリア	は	フランス	の	ちかく	に	あります。
itaria	wa	furansu	no	chikaku	ni	arimasu.

イタリア	は	ブラジル	から	遠く	に	あります。
イタリア	は	ブラジル	から	とおく	に	あります。
itaria	wa	burajiru	kara	tooku	ni	arimasu.

22	 私	は	医者	です。
わたし	は	いしゃ	です。
watashi	wa	isha	desu.
私	の	名前	は	ナンシー・	ウィルソン	です。
わたし	の	なまえ	は	ナンシー・	ウィルソン	で
す。
watashi	no	namae	wa	nanshii	uiruson	desu.
私	は	警察官	です。
わたし	は	けいさつかん	です。
watashi	wa	keisatsukan	desu.
私	の	名前	は	ジョン・	クラーク	です。
わたし	の	なまえ	は	ジョン・	クラーク	です。
watashi	no	namae	wa	jon	kuraaku	desu.
私	は	教師	です。
わたし	は	きょうし	です。
watashi	wa	kyoushi	desu.
私	の	名前	は	スー・	シンプソン	です。
わたし	の	なまえ	は	スー・	シンプソン	です。
watashi	no	namae	wa	suu	shinpuson	desu.
私	は	ロシア	の	出身	です。
わたし	は	ロシア	の	しゅっしん	です。
watashi	wa	roshia	no	shusshin	desu.
私	の	名前	は	ビクター・	ポポフ	です。
わたし	の	なまえ	は	ビクター・	ポポフ	です。
watashi	no	namae	wa	bikutaa	popofu	desu.

23	 私	の	お母さん	です。	名前	は	アン・	スミス		
です。
わたし	の	おかあさん	です。	なまえ	は	アン・	ス
ミス	です。
watashi	no	okaasan	desu.	namae	wa	an	sumisu	
desu.
私	の	お父さん	です。	名前	は	マイク・	スミス	
です。
わたし	の	おとうさん	です。	なまえ	は	マイク・	
スミス	です。
watashi	no	otousan	desu.	namae	wa	maiku	
sumisu	desu.
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私	の	お兄さん	です。	名前	は	ジョン・	スミス	
です。
わたし	の	おにいさん	です。	なまえ	は	ジョン・	
スミス	です。
watashi	no	oniisan	desu.	namae	wa	jon	sumisu	
desu.
私	の	名前	は	サラ・	スミス	です。
わたし	の	なまえ	は	サラ・	スミス	です。
watashi	no	namae	wa	sara	sumisu	desu.

24	 こんにちは。	お名前	は？
こんにちは。	おなまえ	は？
konnichiwa.	onamae	wa？
サラ	です。
サラ	です。
sara	desu.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.
こんにちは。	お名前	は？
こんにちは。	おなまえ	は？
konnichiwa.	onamae	wa？
ジョーンズ	です。
ジョーンズ	です。
joonzu	desu.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.

25	 お名前	は？
おなまえ	は？
onamae	wa？
ボビー	です。
ボビー	です。
bobii	desu.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.

26	 お名前	は？
おなまえ	は？
onamae	wa？

マイク・	スミス	です。
マイク・	スミス	です。
maiku	sumisu	desu.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.
お名前	は？
おなまえ	は？
onamae	wa？
ジョーンズ	です。
ジョーンズ	です。
joonzu	desu.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.

27	 さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

28	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。	お名前	は？
こんにちは。	おなまえ	は？
konnichiwa.	onamae	wa？
ボビー・	ジョーンズ	です。
ボビー・	ジョーンズ	です。
bobii	joonzu	desu.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.
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さようなら。
さようなら。
sayounara.

29	 こんにちは。	私	の	名前	は	ビクター	です。
こんにちは。	わたし	の	なまえ	は	ビクター		
です。
konnichiwa.	watashi	no	namae	wa	bikutaa	
desu.
こんにちは。	私	の	名前	は	あやこ	です。
こんにちは。	わたし	の	なまえ	は	あやこ	です。
konnichiwa.	watashi	no	namae	wa	ayako	desu.
こんにちは。	私	の	名前	は	イザベラ	です。
こんにちは。	わたし	の	なまえ	は	イザベラ		
です。
konnichiwa.	watashi	no	namae	wa	izabera	
desu.
こんにちは。	私	の	名前	は	ピエール	です。
こんにちは。	わたし	の	なまえ	は	ピエール		
です。
konnichiwa.	watashi	no	namae	wa	pieeru	desu.

30	 私	は	ロシア	の	モスクワ	に	住んで	います。
わたし	は	ロシア	の	モスクワ	に	すんで	います。
watashi	wa	roshia	no	mosukuwa	ni	sunde	
imasu.
私	は	中国	の	北京	に	住んで	います。
わたし	は	ちゅうごく	の	ぺきん	に	すんで	い	
ます。
watashi	wa	chuugoku	no	pekin	ni	sunde	imasu.
私	は	イタリア	の	ローマ	に	住んで	います。
わたし	は	イタリア	の	ローマ	に	すんで	います。
watashi	wa	itaria	no	rooma	ni	sunde	imasu.
私	は	フランス	の	パリ	に	住んで	います。
わたし	は	フランス	の	パリ	に	すんで	います。
watashi	wa	furansu	no	pari	ni	sunde	imasu.

31	 寝室	です。
しんしつ	です。
shinshitsu	desu.
台所	です。
だいどころ	です。
daidokoro	desu.

寝室	です。
しんしつ	です。
shinshitsu	desu.
台所	です。
だいどころ	です。
daidokoro	desu.

32	 母	です。	名前	は	あゆみ	です。	台所	で	料理して	
います。
はは	です。	なまえ	は	あゆみ	です。	だいどころ	
で	りょうりして	います。
haha	desu.	namae	wa	ayumi	desu.	daidokoro	
de	ryourishite	imasu.
私	の	兄	です。	名前	は	ウラジミール	です。	寝室	
で	寝て	います。
わたし	の	あに	です。	なまえ	は	ウラジミール	で
す。	しんしつ	で	ねて	います。
watashi	no	ani	desu.	namae	wa	urajimiiru	desu.	
shinshitsu	de	nete	imasu.
私	の	父	です。	名前	は	バートランド	です。	ダイ
ニングルーム	で	食べて	います。
わたし	の	ちち	です。	なまえ	は	バートランド	で
す。	ダイニングルーム	で	たべて	います。
watashi	no	chichi	desu.	namae	wa	baatorando	
desu.	daininguruumu	de	tabete	imasu.
私	の	妹	です。	名前	は	ジュリア	です。	公園	で	遊
んで	います。
わたし	の	いもうと	です。	なまえ	は	ジュリア	で
す。	こうえん	で	あそんで	います。
watashi	no	imouto	desu.	namae	wa	juria	desu.	
kouen	de	asonde	imasu.
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2.4 コア	レッスン

01	 セーター
セーター
seetaa
セーター
セーター
seetaa
セーター
セーター
seetaa
ジーンズ
ジーンズ
jiinzu
ジーンズ
ジーンズ
jiinzu
ベルト
ベルト
beruto

02	 スーツ
スーツ
suutsu
スーツ
スーツ
suutsu
スーツ
スーツ
suutsu
くつ下
くつした
kutsushita
くつ下
くつした
kutsushita
ネクタイ
ネクタイ
nekutai

03	 セーター
セーター
seetaa
ネクタイ
ネクタイ
nekutai
スーツ
スーツ
suutsu
くつ下
くつした
kutsushita
ベルト
ベルト
beruto
ジーンズ
ジーンズ
jiinzu

04	 彼女	の	くつ下	は	灰色	です。
かのじょ	の	くつした	は	はいいろ	です。
kanojo	no	kutsushita	wa	haiiro	desu.
彼	の	くつ下	は	紫	です。
かれ	の	くつした	は	むらさき	です。
kare	no	kutsushita	wa	murasaki	desu.
彼女	の	セーター	は	紫	です。
かのじょ	の	セーター	は	むらさき	です。
kanojo	no	seetaa	wa	murasaki	desu.
彼	の	セーター	は	灰色	です。
かれ	の	セーター	は	はいいろ	です。
kare	no	seetaa	wa	haiiro	desu.

05	 背	の	高い	男	の	人	は	ネクタイ	を	して	います。
せ	の	たかい	おとこ	の	ひと	は	ネクタイ	を	して	い
ます。
se	no	takai	otoko	no	hito	wa	nekutai	o	shite	
imasu.
背	の	低い	男	の	人	は	セーター	を	着て	います。
せ	の	ひくい	おとこ	の	ひと	は	セーター	を	きて	い
ます。
se	no	hikui	otoko	no	hito	wa	seetaa	o	kite	
imasu.
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背	の	高い	女	の	人	は	ジーンズ	を	はいて	います。
せ	の	たかい	おんな	の	ひと	は	ジーンズ	を	はいて	
います。
se	no	takai	onna	no	hito	wa	jiinzu	o	haite	
imasu.
背	の	低い	女	の	人	は	Tシャツ	を	着て	います。
せ	の	ひくい	おんな	の	ひと	は	Tシャツ	を	きて	い
ます。
se	no	hikui	onna	no	hito	wa	Tshatsu	o	kite	
imasu.

06	 背	の	高い	男	の	人	は	黒い	スーツ	を	着て	います。
せ	の	たかい	おとこ	の	ひと	は	くろい	スーツ	を	き
て	います。
se	no	takai	otoko	no	hito	wa	kuroi	suutsu	o	
kite	imasu.
背	の	低い	男	の	人	は	黒い	スーツ	を	着て	います。
せ	の	ひくい	おとこ	の	ひと	は	くろい	スーツ	を	き
て	います。
se	no	hikui	otoko	no	hito	wa	kuroi	suutsu	o	
kite	imasu.
背	の	高い	女	の	人	は	灰色	の	スーツ	を	着て	い	
ます。
せ	の	たかい	おんな	の	ひと	は	はいいろ	の	スーツ	
を	きて	います。
se	no	takai	onna	no	hito	wa	haiiro	no	suutsu	o	
kite	imasu.
背	の	低い	女	の	人	は	灰色	の	スーツ	を	着て	い	
ます。
せ	の	ひくい	おんな	の	ひと	は	はいいろ	の	スーツ	
を	きて	います。
se	no	hikui	onna	no	hito	wa	haiiro	no	suutsu	o	
kite	imasu.

07	 私	の	ワンピース	は	ピンク	です。
わたし	の	ワンピース	は	ピンク	です。
watashi	no	wanpiisu	wa	pinku	desu.
私	の	くつ	は	茶色	です。
わたし	の	くつ	は	ちゃいろ	です。
watashi	no	kutsu	wa	chairo	desu.
私	の	ベルト	は	ピンク	です。
わたし	の	ベルト	は	ピンク	です。
watashi	no	beruto	wa	pinku	desu.

私	の	ネクタイ	は	茶色	です。
わたし	の	ネクタイ	は	ちゃいろ	です。
watashi	no	nekutai	wa	chairo	desu.

08	 彼女	の	ズボン	は	青い	です。
かのじょ	の	ズボン	は	あおい	です。
kanojo	no	zubon	wa	aoi	desu.
彼女	の	Tシャツ	は	オレンジ	です。
かのじょ	の	Tシャツ	は	オレンジ	です。
kanojo	no	Tshatsu	wa	orenji	desu.
彼女	の	コート	は	青い	です。
かのじょ	の	コート	は	あおい	です。
kanojo	no	kooto	wa	aoi	desu.
彼女	の	ワンピース	は	オレンジ	です。
かのじょ	の	ワンピース	は	オレンジ	です。
kanojo	no	wanpiisu	wa	orenji	desu.

09	 灰色
はいいろ
haiiro
紫
むらさき
murasaki
ピンク
ピンク
pinku
茶色
ちゃいろ
chairo
オレンジ
オレンジ
orenji
青
あお
ao
黄色
きいろ
kiiro
緑
みどり
midori
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10	 私	の	髪	は	茶色	です。
わたし	の	かみ	は	ちゃいろ	です。
watashi	no	kami	wa	chairo	desu.
彼	の	髪	は	茶色	です。
かれ	の	かみ	は	ちゃいろ	です。
kare	no	kami	wa	chairo	desu.
私たち	の	髪	は	金髪	です。
わたしたち	の	かみ	は	きんぱつ	です。
watashitachi	no	kami	wa	kinpatsu	desu.
彼ら	の	髪	は	金髪	です。
かれら	の	かみ	は	きんぱつ	です。
karera	no	kami	wa	kinpatsu	desu.

11	 私	の	髪	は	赤毛	です。
わたし	の	かみ	は	あかげ	です。
watashi	no	kami	wa	akage	desu.
あなた	の	髪	は	赤毛	です。
あなた	の	かみ	は	あかげ	です。
anata	no	kami	wa	akage	desu.
彼	の	髪	は	白髪	です。
かれ	の	かみ	は	しらが	です。
kare	no	kami	wa	shiraga	desu.
私たち	の	髪	は	白髪	です。
わたしたち	の	かみ	は	しらが	です。
watashitachi	no	kami	wa	shiraga	desu.

12	 私	は	背	が	高い	です。
わたし	は	せ	が	たかい	です。
watashi	wa	se	ga	takai	desu.
私	の	髪	は	茶色	です。
わたし	の	かみ	は	ちゃいろ	です。
watashi	no	kami	wa	chairo	desu.
私	は	背	が	低い	です。
わたし	は	せ	が	ひくい	です。
watashi	wa	se	ga	hikui	desu.
私	の	髪	は	赤毛	です。
わたし	の	かみ	は	あかげ	です。
watashi	no	kami	wa	akage	desu.

13	 彼女	の	髪	は	黒い	です。
かのじょ	の	かみ	は	くろい	です。
kanojo	no	kami	wa	kuroi	desu.

彼女	の	髪	は	白髪	です。
かのじょ	の	かみ	は	はくはつ	です。
kanojo	no	kami	wa	hakuhatsu	desu.
彼	の	髪	は	赤毛	です。
かれ	の	かみ	は	あかげ	です。
kare	no	kami	wa	akage	desu.
彼女	の	髪	は	茶色	です。
かのじょ	の	かみ	は	ちゃいろ	です。
kanojo	no	kami	wa	chairo	desu.
彼	の	髪	は	金髪	です。
かれ	の	かみ	は	きんぱつ	です。
kare	no	kami	wa	kinpatsu	desu.
彼	の	髪	は	白髪	です。
かれ	の	かみ	は	はくはつ	です。
kare	no	kami	wa	hakuhatsu	desu.

14	 彼	の	セーター	は	何色	ですか。
かれ	の	セーター	は	なにいろ	ですか。
kare	no	seetaa	wa	naniiro	desuka.
彼	の	セーター	は	青い	です。
かれ	の	セーター	は	あおい	です。
kare	no	seetaa	wa	aoi	desu.
あなた	の	スーツ	は	何色	ですか。
あなた	の	スーツ	は	なにいろ	ですか。
anata	no	suutsu	wa	naniiro	desuka.
私	の	スーツ	は	灰色	です。
わたし	の	スーツ	は	はいいろ	です。
watashi	no	suutsu	wa	haiiro	desu.
彼	の	髪	は	何色	ですか。
かれ	の	かみ	は	なにいろ	ですか。
kare	no	kami	wa	naniiro	desuka.
彼	の	髪	は	茶色	です。
かれ	の	かみ	は	ちゃいろ	です。
kare	no	kami	wa	chairo	desu.

15	 彼女	の	髪	は	何色	ですか。
かのじょ	の	かみ	は	なにいろ	ですか。
kanojo	no	kami	wa	naniiro	desuka.
彼女	の	髪	は	金髪	です。
かのじょ	の	かみ	は	きんぱつ	です。
kanojo	no	kami	wa	kinpatsu	desu.
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彼女たち	の	髪	は	何色	ですか。
かのじょたち	の	かみ	は	なにいろ	ですか。
kanojotachi	no	kami	wa	naniiro	desuka.
彼女たち	の	髪	は	黒い	です。
かのじょたち	の	かみ	は	くろい	です。
kanojotachi	no	kami	wa	kuroi	desu.
あなた	の	髪	は	何色	ですか。
あなた	の	かみ	は	なにいろ	ですか。
anata	no	kami	wa	naniiro	desuka.
私	の	髪	は	赤毛	です。
わたし	の	かみ	は	あかげ	です。
watashi	no	kami	wa	akage	desu.

16	 私	の	ぼうし	は	青い	です。
わたし	の	ぼうし	は	あおい	です。
watashi	no	boushi	wa	aoi	desu.
私	の	ネクタイ	は	オレンジ	です。
わたし	の	ネクタイ	は	オレンジ	です。
watashi	no	nekutai	wa	orenji	desu.
私	の	ベルト	は	茶色	です。
わたし	の	ベルト	は	ちゃいろ	です。
watashi	no	beruto	wa	chairo	desu.
私	の	セーター	は	紫	です。
わたし	の	セーター	は	むらさき	です。
watashi	no	seetaa	wa	murasaki	desu.

17	 ベルト	は	ピンク	です。
ベルト	は	ピンク	です。
beruto	wa	pinku	desu.
家	は	茶色	です。
いえ	は	ちゃいろ	です。
ie	wa	chairo	desu.
家	は	ピンク	です。
いえ	は	ピンク	です。
ie	wa	pinku	desu.
ベルト	は	茶色	です。
ベルト	は	ちゃいろ	です。
beruto	wa	chairo	desu.

18	 女の子	は	寒い	です。
おんなのこ	は	さむい	です。
onnanoko	wa	samui	desu.
男の子	は	暑い	です。
おとこのこ	は	あつい	です。
otokonoko	wa	atsui	desu.
男	の	人	は	寒い	です。
おとこ	の	ひと	は	さむい	です。
otoko	no	hito	wa	samui	desu.
女	の	人	は	暑い	です。
おんな	の	ひと	は	あつい	です。
onna	no	hito	wa	atsui	desu.

19	 男	の	人	は	お腹	が	すいて	います。
おとこ	の	ひと	は	おなか	が	すいて	います。
otoko	no	hito	wa	onaka	ga	suite	imasu.
男の子	は	のど	が	かわいて	います。
おとこのこ	は	のど	が	かわいて	います。
otokonoko	wa	nodo	ga	kawaite	imasu.
女	の	人	は	お腹	が	すいて	います。
おんな	の	ひと	は	おなか	が	すいて	います。
onna	no	hito	wa	onaka	ga	suite	imasu.
女の子	は	のど	が	かわいて	います。
おんなのこ	は	のど	が	かわいて	います。
onnanoko	wa	nodo	ga	kawaite	imasu.

20	 お腹	が	すいて	います。
おなか	が	すいて	います。
onaka	ga	suite	imasu.
のど	が	かわいて	います。
のど	が	かわいて	います。
nodo	ga	kawaite	imasu.
暑い	です。
あつい	です。
atsui	desu.
寒い	です。
さむい	です。
samui	desu.



56

2.4 次のページへ

21	 のど	が	かわいて	いますか。
のど	が	かわいて	いますか。
nodo	ga	kawaite	imasuka.
はい。	のど	が	かわいて	います。
はい。	のど	が	かわいて	います。
hai.	nodo	ga	kawaite	imasu.
寒い	ですか。
さむい	ですか。
samui	desuka.
いいえ。	寒く	ありません。
いいえ。	さむく	ありません。
iie.	samuku	arimasen.
お腹	が	すいて	いますか。
おなか	が	すいて	いますか。
onaka	ga	suite	imasuka.
いいえ。	お腹	が	すいて	いません。
いいえ。	おなか	が	すいて	いません。
iie.	onaka	ga	suite	imasen.
暑い	ですか。
あつい	ですか。
atsui	desuka.
はい。	暑い	です。
はい。	あつい	です。
hai.	atsui	desu.

22	 寒い	ですか。
さむい	ですか。
samui	desuka.
はい。	寒い	です。
はい。	さむい	です。
hai.	samui	desu.
のど	が	かわいて	いますか。
のど	が	かわいて	いますか。
nodo	ga	kawaite	imasuka.
いいえ。	のど	が	かわいて	いません。
いいえ。	のど	が	かわいて	いません。
iie.	nodo	ga	kawaite	imasen.
暑い	ですか。
あつい	ですか。
atsui	desuka.

いいえ。	暑く	ありません。
いいえ。	あつく	ありません。
iie.	atsuku	arimasen.
お腹	が	すいて	いますか。
おなか	が	すいて	いますか。
onaka	ga	suite	imasuka.
はい。	お腹	が	すいて	います。
はい。	おなか	が	すいて	います。
hai.	onaka	ga	suite	imasu.

23	 男の子	は	疲れて	います。
おとこのこ	は	つかれて	います。
otokonoko	wa	tsukarete	imasu.
女の子	は	病気	です。
おんなのこ	は	びょうき	です。
onnanoko	wa	byouki	desu.
男	の	人	は	病気	です。
おとこ	の	ひと	は	びょうき	です。
otoko	no	hito	wa	byouki	desu.
女	の	人	は	疲れて	います。
おんな	の	ひと	は	つかれて	います。
onna	no	hito	wa	tsukarete	imasu.

24	 私	は	具合	が	悪い	です。
わたし	は	ぐあい	が	わるい	です。
watashi	wa	guai	ga	warui	desu.
私	は	疲れて	います。
わたし	は	つかれて	います。
watashi	wa	tsukarete	imasu.
寒い	です。
さむい	です。
samui	desu.
私	は	お腹	が	すいて	います。
わたし	は	おなか	が	すいて	います。
watashi	wa	onaka	ga	suite	imasu.

25	 具合	が	悪い	ですか。
ぐあい	が	わるい	ですか。
guai	ga	warui	desuka.
いいえ。	大丈夫	です。
いいえ。	だいじょうぶ	です。
iie.	daijoubu	desu.
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疲れて	いますか。
つかれて	いますか。
tsukarete	imasuka.
いいえ。	大丈夫	です。
いいえ。	だいじょうぶ	です。
iie.	daijoubu	desu.

26	 お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
私	は	具合	が	悪い	です。
わたし	は	ぐあい	が	わるい	です。
watashi	wa	guai	ga	warui	desu.
お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

27	 お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
疲れて	います。
つかれて	います。
tsukarete	imasu.
お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

28	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

29	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

30	 サラ	さん、	こんにちは。	お元気	ですか。
サラ	さん、	こんにちは。	おげんき	ですか。
sara	san,	konnichiwa.	ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.
ジョーンズ	さん、	お元気	ですか。
ジョーンズ	さん、	おげんき	ですか。
joonzu	san,	ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

31	 ジョーンズ	さん、	こんにちは。	お元気	で	
すか。
ジョーンズ	さん、	こんにちは。	おげんき	で
すか。
joonzu	san,	konnichiwa.	ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.
さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

32	 ジョーンズ	さん、	こんにちは。	お元気	で	
すか。
ジョーンズ	さん、	こんにちは。	おげんき	で
すか。
joonzu	san,	konnichiwa.	ogenki	desuka.
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元気	です。
げんき	です。
genki	desu.
さようなら。
さようなら。
sayounara.
サラ	さん、	こんにちは。	お元気	ですか。
サラ	さん、	こんにちは。	おげんき	ですか。
sara	san,	konnichiwa.	ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

33	 私	の	お母さん	です。
わたし	の	おかあさん	です。
watashi	no	okaasan	desu.
私	の	お父さん	です。
わたし	の	おとうさん	です。
watashi	no	otousan	desu.
私	の	おばあさん	です。
わたし	の	おばあさん	です。
watashi	no	obaasan	desu.
私	の	おじいさん	です。
わたし	の	おじいさん	です。
watashi	no	ojiisan	desu.

34	 お母さん、	ただいま。
おかあさん、	ただいま。
okaasan,	tadaima.
お父さん、	ただいま。
おとうさん、	ただいま。
otousan,	tadaima.
おばあちゃん、	ただいま。
おばあちゃん、	ただいま。
obaachan,	tadaima.
おじいちゃん、	ただいま。
おじいちゃん、	ただいま。
ojiichan,	tadaima.

35	 お母さん、	行ってきます。
おかあさん、	いってきます。
okaasan,	ittekimasu.
お父さん、	行ってきます。
おとうさん、	いってきます。
otousan,	ittekimasu.
おばあちゃん、	行ってきます。
おばあちゃん、	いってきます。
obaachan,	ittekimasu.
おじいちゃん、	行ってきます。
おじいちゃん、	いってきます。
ojiichan,	ittekimasu.

36	 お父さん、	ただいま。
おとうさん、	ただいま。
otousan,	tadaima.
エイミー、	お帰りなさい。
エイミー、	おかえりなさい。
eimii,	okaerinasai.
元気	ですか。
げんき	ですか。
genki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

37	 おばあちゃん、	こんにちは。
おばあちゃん、	こんにちは。
obaachan,	konnichiwa.
エイミー、	こんにちは。
エイミー、	こんにちは。
eimii,	konnichiwa.
元気	ですか。
げんき	ですか。
genki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.
おばあちゃん	は?
おばあちゃん	は?
obaachan	wa?
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.
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38	 おじいちゃん、	こんにちは。
おじいちゃん、	こんにちは。
ojiichan,	konnichiwa.
エイミー、	こんにちは。
エイミー、	こんにちは。
eimii,	konnichiwa.
お腹	が	すいて	いますか。
おなか	が	すいて	いますか。
onaka	ga	suite	imasuka.
はい。	お腹	が	すいて	います。
はい。	おなか	が	すいて	います。
hai.	onaka	ga	suite	imasu.

2.5 マイルストーン

01	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

03	 お名前	は？
おなまえ	は？
onamae	wa？
私	の	名前	は	パウロ・	リマ	です。
わたし	の	なまえ	は	パウロ・	リマ	です。
watashi	no	namae	wa	pauro	rima	desu.

04	 お名前	は？
おなまえ	は？
onamae	wa？
私	の	名前	は	田中	洋子	です。
わたし	の	なまえ	は	たなか	ようこ	です。
watashi	no	namae	wa	tanaka	youko	desu.

05	 どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.

06	 弟さん	ですか。
おとうとさん	ですか。
otoutosan	desuka.
はい。	弟	です。
はい。	おとうと	です。
hai.	otouto	desu.
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07	 お名前	は？
おなまえ	は？
onamae	wa？
ぼく	の	名前	は	正治	です。
ぼく	の	なまえ	は	しょうじ	です。
boku	no	namae	wa	shouji	desu.

08	 何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
九歳	です。
きゅうさい	です。
kyuusai	desu.

09	 どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.

10	 どこ	の	出身	ですか。
どこ	の	しゅっしん	ですか。
doko	no	shusshin	desuka.
日本	の	出身	です。
にほん	の	しゅっしん	です。
nihon	no	shusshin	desu.

11	 どこ	の	出身	ですか。
どこ	の	しゅっしん	ですか。
doko	no	shusshin	desuka.
ブラジル	の	出身	です。
ブラジル	の	しゅっしん	です。
burajiru	no	shusshin	desu.

12	 お腹	が	すいて	いますか。
おなか	が	すいて	いますか。
onaka	ga	suite	imasuka.
いいえ。	お腹	が	すいて	いません。
いいえ。	おなか	が	すいて	いません。
iie.	onaka	ga	suite	imasen.

13	 お腹	が	すいて	いますか。
おなか	が	すいて	いますか。
onaka	ga	suite	imasuka.
はい。	お腹	が	すいて	います。
はい。	おなか	が	すいて	います。
hai.	onaka	ga	suite	imasu.

14	 さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

15	 これ	は	洋子	さん	の	本	ですか。
これ	は	ようこ	さん	の	ほん	ですか。
kore	wa	youko	san	no	hon	desuka.
はい。	私	の	本	です。
はい。	わたし	の	ほん	です。
hai.	watashi	no	hon	desu.

16	 ご家族	ですか。
ごかぞく	ですか。
gokazoku	desuka.
はい。	私	の	家族	です。
はい。	わたし	の	かぞく	です。
hai.	watashi	no	kazoku	desu.

17	 ご家族	は	どこ	に	住んで	いますか。
ごかぞく	は	どこ	に	すんで	いますか。
gokazoku	wa	doko	ni	sunde	imasuka.
東京	の	近く	の	町	に	住んで	います。
とうきょう	の	ちかく	の	まち	に	すんで	います。
toukyou	no	chikaku	no	machi	ni	sunde	imasu.

18	 のど	が	かわいて	いますか。
のど	が	かわいて	いますか。
nodo	ga	kawaite	imasuka.
はい。	のど	が	かわいて	います。
はい。	のど	が	かわいて	います。
hai.	nodo	ga	kawaite	imasu.
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3.1 コア	レッスン

01	 女	の	人たち	は	働いて	います。
おんな	の	ひとたち	は	はたらいて	います。
onna	no	hitotachi	wa	hataraite	imasu.
男の子たち	は	遊んで	います。
おとこのこたち	は	あそんで	います。
otokonokotachi	wa	asonde	imasu.
男	の	人	は	働いて	います。
おとこ	の	ひと	は	はたらいて	います。
otoko	no	hito	wa	hataraite	imasu.
女の子	は	遊んで	います。
おんなのこ	は	あそんで	います。
onnanoko	wa	asonde	imasu.

02	 学校
がっこう
gakkou
病院
びょういん
byouin
レストラン
レストラン
resutoran
公園
こうえん
kouen

03	 この	医者	は	病院	で	働いて	います。
この	いしゃ	は	びょういん	で	はたらいて	い	
ます。
kono	isha	wa	byouin	de	hataraite	imasu.
この	男	の	人たち	は	公園	で	働いて	います。
この	おとこ	の	ひとたち	は	こうえん	で	はたらい
て	います。
kono	otoko	no	hitotachi	wa	kouen	de	hataraite	
imasu.
この	女	の	人たち	は	レストラン	で	働いて	い	
ます。
この	おんな	の	ひとたち	は	レストラン	で	はたら
いて	います。
kono	onna	no	hitotachi	wa	resutoran	de	
hataraite	imasu.

この	先生	は	学校	で	働いて	います。
この	せんせい	は	がっこう	で	はたらいて	い	
ます。
kono	sensei	wa	gakkou	de	hataraite	imasu.

04	 ぼく	は	公園	で	遊んで	います。
ぼく	は	こうえん	で	あそんで	います。
boku	wa	kouen	de	asonde	imasu.
私	は	学校	で	遊んで	います。
わたし	は	がっこう	で	あそんで	います。
watashi	wa	gakkou	de	asonde	imasu.
私	は	病院	で	働いて	います。
わたし	は	びょういん	で	はたらいて	います。
watashi	wa	byouin	de	hataraite	imasu.
私	は	学校	で	働いて	います。
わたし	は	がっこう	で	はたらいて	います。
watashi	wa	gakkou	de	hataraite	imasu.

05	 家族	は	家	の	中	で	夕ご飯	を	食べて	います。
かぞく	は	いえ	の	なか	で	ゆうごはん	を	たべて	い
ます。
kazoku	wa	ie	no	naka	de	yuugohan	o	tabete	
imasu.
男	の	人	と	女	の	人	は	外	で	サンドイッチ	を	食べて	
います。
おとこ	の	ひと	と	おんな	の	ひと	は	そと	で	サンド
イッチ	を	たべて	います。
otoko	no	hito	to	onna	no	hito	wa	soto	de	
sandoicchi	o	tabete	imasu.
彼	は	屋内	で	走って	います。
かれ	は	おくない	で	はしって	います。
kare	wa	okunai	de	hashitte	imasu.
彼女	は	外	で	走って	います。
かのじょ	は	そと	で	はしって	います。
kanojo	wa	soto	de	hashitte	imasu.

06	 この	男	の	人	は	屋内	で	働いて	います。
この	おとこ	の	ひと	は	おくない	で	はたらいて	い
ます。
kono	otoko	no	hito	wa	okunai	de	hataraite	
imasu.
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この	男	の	人たち	は	外	で	働いて	います。
この	おとこ	の	ひとたち	は	そと	で	はたらいて	い
ます。
kono	otoko	no	hitotachi	wa	soto	de	hataraite	
imasu.
この	女	の	人たち	は	屋内	で	働いて	います。
この	おんな	の	ひとたち	は	おくない	で	はたらい
て	います。
kono	onna	no	hitotachi	wa	okunai	de	hataraite	
imasu.
この	女	の	人	は	外	で	働いて	います。
この	おんな	の	ひと	は	そと	で	はたらいて	い	
ます。
kono	onna	no	hito	wa	soto	de	hataraite	imasu.

07	 朝
あさ
asa
昼
ひる
hiru
夕方
ゆうがた
yuugata
夜
よる
yoru
朝
あさ
asa
昼
ひる
hiru
夕方
ゆうがた
yuugata
夜
よる
yoru

08	 朝	です。
あさ	です。
asa	desu.
昼	です。
ひる	です。
hiru	desu.
夕方	です。
ゆうがた	です。
yuugata	desu.
夜	です。
よる	です。
yoru	desu.

09	 男の子たち	は	ご飯	を	食べて	います。
おとこのこたち	は	ごはん	を	たべて	います。
otokonokotachi	wa	gohan	o	tabete	imasu.
朝	です。	子供たち	は	朝ご飯	を	食べて	います。
あさ	です。	こどもたち	は	あさごはん	を	たべて	
います。
asa	desu.	kodomotachi	wa	asagohan	o	tabete	
imasu.
昼	です。	男	の	人たち	は	昼ご飯	を	食べて	い	
ます。
ひる	です。	おとこ	の	ひとたち	は	ひるごはん	を	
たべて	います。
hiru	desu.	otoko	no	hitotachi	wa	hirugohan	o	
tabete	imasu.
夕方	です。	家族	は	夕ご飯	を	食べて	います。
ゆうがた	です。	かぞく	は	ゆうごはん	を	たべて	
います。
yuugata	desu.	kazoku	wa	yuugohan	o	tabete	
imasu.

10	 家族	は	家	の	中	で	朝ご飯	を	食べて	います。
かぞく	は	いえ	の	なか	で	あさごはん	を	たべて	い
ます。
kazoku	wa	ie	no	naka	de	asagohan	o	tabete	
imasu.
家族	は	外	で	朝ご飯	を	食べて	います。
かぞく	は	そと	で	あさごはん	を	たべて	います。
kazoku	wa	soto	de	asagohan	o	tabete	imasu.
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彼女	は	屋内	で	昼ご飯	を	食べて	います。
かのじょ	は	おくない	で	ひるごはん	を	たべて	い
ます。
kanojo	wa	okunai	de	hirugohan	o	tabete	
imasu.
彼女	は	外	で	昼ご飯	を	食べて	います。
かのじょ	は	そと	で	ひるごはん	を	たべて	い	
ます。
kanojo	wa	soto	de	hirugohan	o	tabete	imasu.

11	 私たち	は	家	の	中	で	朝ご飯	を	食べて	います。
わたしたち	は	いえ	の	なか	で	あさごはん	を	たべ
て	います。
watashitachi	wa	ie	no	naka	de	asagohan	o	
tabete	imasu.
私たち	は	外	で	夕ご飯	を	食べて	います。
わたしたち	は	そと	で	ゆうごはん	を	たべて	い
ます。
watashitachi	wa	soto	de	yuugohan	o	tabete	
imasu.
私たち	は	外	で	朝ご飯	を	食べて	います。
わたしたち	は	そと	で	あさごはん	を	たべて	い
ます。
watashitachi	wa	soto	de	asagohan	o	tabete	
imasu.
私たち	は	家	の	中	で	夕ご飯	を	食べて	います。
わたしたち	は	いえ	の	なか	で	ゆうごはん	を	たべ
て	います。
watashitachi	wa	ie	no	naka	de	yuugohan	o	
tabete	imasu.

12	 彼	は	朝	働きます。
かれ	は	あさ	はたらきます。
kare	wa	asa	hatarakimasu.
彼	は	夜	働きます。
かれ	は	よる	はたらきます。
kare	wa	yoru	hatarakimasu.
彼ら	は	昼	遊びます。
かれら	は	ひる	あそびます。
karera	wa	hiru	asobimasu.

彼女	は	夕方	テレビ	を	見ます。
かのじょ	は	ゆうがた	テレビ	を	みます。
kanojo	wa	yuugata	terebi	o	mimasu.

13	 どこ	で	働いて	いますか。
どこ	で	はたらいて	いますか。
doko	de	hataraite	imasuka.
私	は	公園	で	働いて	います。
わたし	は	こうえん	で	はたらいて	います。
watashi	wa	kouen	de	hataraite	imasu.
私	は	病院	で	働いて	います。
わたし	は	びょういん	で	はたらいて	います。
watashi	wa	byouin	de	hataraite	imasu.
私	は	学校	で	働いて	います。
わたし	は	がっこう	で	はたらいて	います。
watashi	wa	gakkou	de	hataraite	imasu.
私	は	レストラン	で	働いて	います。
わたし	は	レストラン	で	はたらいて	います。
watashi	wa	resutoran	de	hataraite	imasu.

14	 いつ	働いて	いますか。
いつ	はたらいて	いますか。
itsu	hataraite	imasuka.
私	は	朝	働いて	います。
わたし	は	あさ	はたらいて	います。
watashi	wa	asa	hataraite	imasu.
いつ	働いて	いますか。
いつ	はたらいて	いますか。
itsu	hataraite	imasuka.
私	は	昼	働いて	います。
わたし	は	ひる	はたらいて	います。
watashi	wa	hiru	hataraite	imasu.
いつ	働いて	いますか。
いつ	はたらいて	いますか。
itsu	hataraite	imasuka.
私	は	夜	働いて	います。
わたし	は	よる	はたらいて	います。
watashi	wa	yoru	hataraite	imasu.
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15	 私	は	くつ	を	はいて	います。
わたし	は	くつ	を	はいて	います。
watashi	wa	kutsu	o	haite	imasu.
私	の	お父さん	は	スーツ	を	着て	います。
わたし	の	おとうさん	は	スーツ	を	きて	います。
watashi	no	otousan	wa	suutsu	o	kite	imasu.
私	の	弟	は	ネクタイ	を	して	います。
わたし	の	おとうと	は	ネクタイ	を	して	います。
watashi	no	otouto	wa	nekutai	o	shite	imasu.
男	の	人たち	は	ネクタイ	を	して	います。
おとこ	の	ひとたち	は	ネクタイ	を	して	います。
otoko	no	hitotachi	wa	nekutai	o	shite	imasu.

16	 くつ	と	くつ下	を	はいて	います。
くつ	と	くつした	を	はいて	います。
kutsu	to	kutsushita	o	haite	imasu.
くつ	は	はいて	います	が、	くつ下	は	はいて	いま
せん。
くつ	は	はいて	います	が、	くつした	は	はいて	い
ません。
kutsu	wa	haite	imasu	ga,	kutsushita	wa	haite	
imasen.
スーツ	を	着て、	ネクタイ	を	して	います。
スーツ	を	きて、	ネクタイ	を	して	います。
suutsu	o	kite,	nekutai	o	shite	imasu.
スーツ	は	着て	います	が、	ネクタイ	は	して	いま
せん。
スーツ	は	きて	います	が、	ネクタイ	は	して	いま
せん。
suutsu	wa	kite	imasu	ga,	nekutai	wa	shite	
imasen.

17	 彼	は	卵	を	持って、	食べて	います。
かれ	は	たまご	を	もって、	たべて	います。
kare	wa	tamago	o	motte,	tabete	imasu.
彼	は	卵	を	持って	います	が、	食べて	いません。
かれ	は	たまご	を	もって	います	が、	たべて	いま
せん。
kare	wa	tamago	o	motte	imasu	ga,	tabete	
imasen.
女の子	は	本	を	持って、	読んで	います。
おんなのこ	は	ほん	を	もって、	よんで	います。
onnanoko	wa	hon	o	motte,	yonde	imasu.

女の子	は	本	を	持って	います	が、	読んで	いま
せん。
おんなのこ	は	ほん	を	もって	います	が、	よんで	
いません。
onnanoko	wa	hon	o	motte	imasu	ga,	yonde	
imasen.

18	 私	の	弟	です。
わたし	の	おとうと	です。
watashi	no	otouto	desu.
私	の	兄弟	です。
わたし	の	きょうだい	です。
watashi	no	kyoudai	desu.
私	の	妹	です。
わたし	の	いもうと	です。
watashi	no	imouto	desu.
私	の	姉妹	です。
わたし	の	しまい	です。
watashi	no	shimai	desu.

19	 くつ下	と	くつ	を	はいて	いますか。
くつした	と	くつ	を	はいて	いますか。
kutsushita	to	kutsu	o	haite	imasuka.
くつ下	は	はいて	います	が、	くつ	は	はいて	いま
せん。
くつした	は	はいて	います	が、	くつ	は	はいて	い
ません。
kutsushita	wa	haite	imasu	ga,	kutsu	wa	haite	
imasen.
兄弟	が	いますか。
きょうだい	が	いますか。
kyoudai	ga	imasuka.
はい。	ぼく	は	弟	が	二人	と、	妹	が	二人	います。
はい。	ぼく	は	おとうと	が	ふたり	と、	いもうと	
が	ふたり	います。
hai.	boku	wa	otouto	ga	futari	to,	imouto	ga	
futari	imasu.
コート	と	帽子	を	持って	いますか。
コート	と	ぼうし	を	もって	いますか。
kooto	to	boushi	o	motte	imasuka.
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コート	は	持って	います	が、	帽子	は	持って	いま
せん。
コート	は	もって	います	が、	ぼうし	は	もって	い
ません。
kooto	wa	motte	imasu	ga,	boushi	wa	motte	
imasen.

20	 どこ	で	コーヒー	を	飲みますか。
どこ	で	コーヒー	を	のみますか。
doko	de	koohii	o	nomimasuka.
私	は	カフェ	で	コーヒー	を	飲みます。
わたし	は	カフェ	で	コーヒー	を	のみます。
watashi	wa	kafe	de	koohii	o	nomimasu.
いつ	コーヒー	を	飲みますか。
いつ	コーヒー	を	のみますか。
itsu	koohii	o	nomimasuka.
私	は	朝	コーヒー	を	飲みます。
わたし	は	あさ	コーヒー	を	のみます。
watashi	wa	asa	koohii	o	nomimasu.
いつ	コーヒー	を	飲みますか。
いつ	コーヒー	を	のみますか。
itsu	koohii	o	nomimasuka.
私	は	夕方	コーヒー	を	飲みます。
わたくし	は	ゆうがた	コーヒー	を	のみます。
watakushi	wa	yuugata	koohii	o	nomimasu.

21	 彼	は	寝る	前	に	読みます。
かれ	は	ねる	まえ	に	よみます。
kare	wa	neru	mae	ni	yomimasu.
彼女	は	昼ご飯	の	後	に	読みます。
かのじょ	は	ひるごはん	の	あと	に	よみます。
kanojo	wa	hirugohan	no	ato	ni	yomimasu.
彼	は	仕事	の	前	に	コーヒー	を	飲みます。
かれ	は	しごと	の	まえ	に	コーヒー	を	のみます。
kare	wa	shigoto	no	mae	ni	koohii	o	nomimasu.
彼ら	は	夕ご飯	の	後	に	コーヒー	を	飲みます。
かれら	は	ゆうごはん	の	あと	に	コーヒー	を	のみ
ます。
karera	wa	yuugohan	no	ato	ni	koohii	o	
nomimasu.

22	 いつ	朝ご飯	を	食べますか。
いつ	あさごはん	を	たべますか。
itsu	asagohan	o	tabemasuka.
私	は	仕事	の	前	に	朝ご飯	を	食べます。
わたし	は	しごと	の	まえ	に	あさごはん	を	たべ
ます。
watashi	wa	shigoto	no	mae	ni	asagohan	o	
tabemasu.
いつ	夕ご飯	を	食べますか。
いつ	ゆうごはん	を	たべますか。
itsu	yuugohan	o	tabemasuka.
私	は	仕事	の	後	に	夕ご飯	を	食べます。
わたし	は	しごと	の	あと	に	ゆうごはん	を	たべ
ます。
watashi	wa	shigoto	no	ato	ni	yuugohan	o	
tabemasu.

23	 十三個	の	卵
じゅうさんこ	の	たまご
juusanko	no	tamago
十四個	の	カップ
じゅうよんこ	の	カップ
juuyonko	no	kappu
十五本	の	ネクタイ
じゅうごほん	の	ネクタイ
juugohon	no	nekutai
十六本	の	ベルト
じゅうろっぽん	の	ベルト
juuroppon	no	beruto

24	 十七枚	の	お皿
じゅうななまい	の	おさら
juunanamai	no	osara
十八個	の	ボール
じゅうはっこ	の	ボール
juuhakko	no	booru
十九本	の	花
じゅうきゅうほん	の	はな
juukyuuhon	no	hana
二十冊	の	本
にじゅっさつ	の	ほん
nijussatsu	no	hon
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25	 十三
じゅうさん
juusan
十四
じゅうよん
juuyon
十五
じゅうご
juugo
十六
じゅうろく
juuroku
十七
じゅうなな
juunana
十八
じゅうはち
juuhachi
十九
じゅうきゅう
juukyuu
二十
にじゅう
nijuu

26	 十四	は	十三	の	後	に	来ます。
じゅうよん	は	じゅうさん	の	あと	に	きます。
juuyon	wa	juusan	no	ato	ni	kimasu.
十五	は	十四	の	後	に	来ます。
じゅうご	は	じゅうよん	の	あと	に	きます。
juugo	wa	juuyon	no	ato	ni	kimasu.
十九	は	二十	の	前	に	来ます。
じゅうきゅう	は	にじゅう	の	まえ	に	きます。
juukyuu	wa	nijuu	no	mae	ni	kimasu.

27	 十五	は	十六	の	前	に	来ます。
じゅうご	は	じゅうろく	の	まえ	に	きます。
juugo	wa	juuroku	no	mae	ni	kimasu.
十七	は	十六	の	後	に	来ます。
じゅうなな	は	じゅうろく	の	あと	に	きます。
juunana	wa	juuroku	no	ato	ni	kimasu.

十七	は	十八	の	前	に	来ます。
じゅうなな	は	じゅうはち	の	まえ	に	きます。
juunana	wa	juuhachi	no	mae	ni	kimasu.
十四	は	十三	の	後	に	来ます。
じゅうよん	は	じゅうさん	の	あと	に	きます。
juuyon	wa	juusan	no	ato	ni	kimasu.

28	 何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
私	は	十四歳	です。
わたし	は	じゅうよんさい	です。
watashi	wa	juuyonsai	desu.
何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
私	は	十九歳	です。
わたし	は	じゅうきゅうさい	です。
watashi	wa	juukyuusai	desu.

29	 おはよう	ございます。
おはよう	ございます。
ohayou	gozaimasu.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんばんは。
こんばんは。
konbanwa.
おやすみなさい。
おやすみなさい。
oyasuminasai.

30	 おはよう	ございます。	お元気	ですか。
おはよう	ございます。	おげんき	ですか。
ohayou	gozaimasu.	ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.
こんにちは。	お元気	ですか。
こんにちは。	おげんき	ですか。
konnichiwa.	ogenki	desuka.
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元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

31	 こんばんは。
こんばんは。
konbanwa.
こんばんは。
こんばんは。
konbanwa.
お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
元気	です。	お元気	ですか。
げんき	です。	おげんき	ですか。
genki	desu.	ogenki	desuka.
寒い	です。
さむい	です。
samui	desu.
おやすみなさい。
おやすみなさい。
oyasuminasai.
おやすみなさい。
おやすみなさい。
oyasuminasai.

32	 おはよう	ございます。
おはよう	ございます。
ohayou	gozaimasu.
ダン・	パーカー	です。
ダン・	パーカー	です。
dan	paakaa	desu.
こちら	は、	ジェーン・	テイラー	さん	です。
こちら	は、	ジェーン・	テイラー	さん	です。
kochira	wa,	jeen	teiraa	san	desu.
これ	は	テイラー	さん	の	本	です。
これ	は	テイラー	さん	の	ほん	です。
kore	wa	teiraa	san	no	hon	desu.
テイラー	さん、	こんにちは。	お元気	ですか。
テイラー	さん、	こんにちは。	おげんき	で	
すか。
teiraa	san,	konnichiwa.	ogenki	desuka.

元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

33	 いつ	書きますか。
いつ	かきますか。
itsu	kakimasuka.
朝	と	夕方	書きます。
あさ	と	ゆうがた	かきます。
asa	to	yuugata	kakimasu.
昼	は	何	を	しますか。
ひる	は	なに	を	しますか。
hiru	wa	nani	o	shimasuka.
息子	と	遊びます。
むすこ	と	あそびます。
musuko	to	asobimasu.

34	 どこ	で	書きますか。
どこ	で	かきますか。
doko	de	kakimasuka.
朝	は	公園	で	書きます。
あさ	は	こうえん	で	かきます。
asa	wa	kouen	de	kakimasu.
夕方	は	居間	で	書きます。
ゆうがた	は	いま	で	かきます。
yuugata	wa	ima	de	kakimasu.
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01	 七日
なのか
nanoka
この	赤ちゃん	は	生まれて	一日	です。
この	あかちゃん	は	うまれて	いちにち	です。
kono	akachan	wa	umarete	ichinichi	desu.
二日
ふつか
futsuka
この	猫	は	生まれて	二十日	です。
この	ねこ	は	うまれて	はつか	です。
kono	neko	wa	umarete	hatsuka	desu.

02	 一週間	は	七日	です。
いっしゅうかん	は	なのか	です。
isshuukan	wa	nanoka	desu.
一か月	は	四週間	です。
いっかげつ	は	よんしゅうかん	です。
ikkagetsu	wa	yonshuukan	desu.
一年	は	十二か月	です。
いちねん	は	じゅうにかげつ	です。
ichinen	wa	juunikagetsu	desu.

03	 一日
いちにち
ichinichi
一週間
いっしゅうかん
isshuukan
一か月
いっかげつ
ikkagetsu
一年
いちねん
ichinen

04	 この	赤ちゃん	は	生まれて	十八日	です。
この	あかちゃん	は	うまれて	じゅうはちにち	
です。
kono	akachan	wa	umarete	juuhachinichi	desu.

この	赤ちゃん	は	生まれて	十八週間	です。
この	あかちゃん	は	うまれて	じゅうはっしゅう
かん	です。
kono	akachan	wa	umarete	juuhasshuukan	
desu.
この	子供	は	生まれて	十八か月	です。
この	こども	は	うまれて	じゅうはっかげつ		
です。
kono	kodomo	wa	umarete	juuhakkagetsu	
desu.
彼	は	十八歳	です。
かれ	は	じゅうはっさい	です。
kare	wa	juuhassai	desu.

05	 この	日	は	金曜日	です。
この	ひ	は	きんようび	です。
kono	hi	wa	kinyoubi	desu.
この	日	は	土曜日	です。
この	ひ	は	どようび	です。
kono	hi	wa	doyoubi	desu.
この	日	は	日曜日	です。
この	ひ	は	にちようび	です。
kono	hi	wa	nichiyoubi	desu.

06	 今日	は	金曜日	です。	私	は	働いて	います。
きょう	は	きんようび	です。	わたし	は	はたらい
て	います。
kyou	wa	kinyoubi	desu.	watashi	wa	hataraite	
imasu.
今日	は	土曜日	です。	私	は	走って	います。
きょう	は	どようび	です。	わたし	は	はしって	い
ます。
kyou	wa	doyoubi	desu.	watashi	wa	hashitte	
imasu.
今日	は	日曜日	です。	私	は	テレビ	を	見て	い	
ます。
きょう	は	にちようび	です。	わたし	は	テレビ	を	
みて	います。
kyou	wa	nichiyoubi	desu.	watashi	wa	terebi	o	
mite	imasu.
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07	 今日	は	日曜日	です。	彼ら	は	公園	を	歩いて	いま
す。
きょう	は	にちようび	です。	かれら	は	こうえん	
を	あるいて	います。
kyou	wa	nichiyoubi	desu.	karera	wa	kouen	o	
aruite	imasu.
今日	は	月曜日	です。	私たち	は	昼ご飯	を	食べて	
います。
きょう	は	げつようび	です。	わたしたち	は	ひる
ごはん	を	たべて	います。
kyou	wa	getsuyoubi	desu.	watashitachi	wa	
hirugohan	o	tabete	imasu.
今日	は	火曜日	です。	私	は	魚	を	買って	います。
きょう	は	かようび	です。	わたし	は	さかな	を	か
って	います。
kyou	wa	kayoubi	desu.	watashi	wa	sakana	o	
katte	imasu.

08	 今日	は	水曜日	です。	私	は	本	を	読んで	います。
きょう	は	すいようび	です。	わたし	は	ほん	を	よ
んで	います。
kyou	wa	suiyoubi	desu.	watashi	wa	hon	o	
yonde	imasu.
今日	は	木曜日	です。	私	は	ラジオ	を	聞いて	い
ます。
きょう	は	もくようび	です。	わたし	は	ラジオ	を	
きいて	います。
kyou	wa	mokuyoubi	desu.	watashi	wa	rajio	o	
kiite	imasu.
今日	は	金曜日	です。	彼ら	は	遊んで	います。
きょう	は	きんようび	です。	かれら	は	あそんで	
います。
kyou	wa	kinyoubi	desu.	karera	wa	asonde	
imasu.
今日	は	土曜日	です。	彼	は	泳いで	います。
きょう	は	どようび	です。	かれ	は	およいで	い
ます。
kyou	wa	doyoubi	desu.	kare	wa	oyoide	imasu.

09	 月曜日
げつようび
getsuyoubi
火曜日
かようび
kayoubi
水曜日
すいようび
suiyoubi
木曜日
もくようび
mokuyoubi
金曜日
きんようび
kinyoubi
土曜日
どようび
doyoubi
日曜日
にちようび
nichiyoubi

10	 月曜日
げつようび
getsuyoubi
火曜日
かようび
kayoubi
水曜日
すいようび
suiyoubi
木曜日
もくようび
mokuyoubi
金曜日
きんようび
kinyoubi
土曜日
どようび
doyoubi
日曜日
にちようび
nichiyoubi
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11	 女の子たち	は	ゲーム	を	して	います。
おんなのこたち	は	ゲーム	を	して	います。
onnanokotachi	wa	geemu	o	shite	imasu.
男の子たち	は	ゲーム	を	して	います。
おとこのこたち	は	ゲーム	を	して	います。
otokonokotachi	wa	geemu	o	shite	imasu.
女の子たち	は	ゲーム	を	して	います。
おんなのこたち	は	ゲーム	を	して	います。
onnanokotachi	wa	geemu	o	shite	imasu.
男の子たち	は	ゲーム	を	して	います。
おとこのこたち	は	ゲーム	を	して	います。
otokonokotachi	wa	geemu	o	shite	imasu.

12	 彼ら	は	子供	と	ゲーム	を	して	います。
かれら	は	こども	と	ゲーム	を	して	います。
karera	wa	kodomo	to	geemu	o	shite	imasu.
女の子	は	友達	と	昼ご飯	を	食べて	います。
おんなのこ	は	ともだち	と	ひるごはん	を	たべて	
います。
onnanoko	wa	tomodachi	to	hirugohan	o	
tabete	imasu.
女の子	は	おじいさん	と	本	を	読んで	います。
おんなのこ	は	おじいさん	と	ほん	を	よんで	い
ます。
onnanoko	wa	ojiisan	to	hon	o	yonde	imasu.
男の子	は	友達	と	泳いで	います。
おとこのこ	は	ともだち	と	およいで	います。
otokonoko	wa	tomodachi	to	oyoide	imasu.

13	 女	の	人	は	ご主人	と	歩いて	います。
おんな	の	ひと	は	ごしゅじん	と	あるいて	い	
ます。
onna	no	hito	wa	goshujin	to	aruite	imasu.
私	は	主人	と	お茶	を	飲んで	います。
わたし	は	しゅじん	と	おちゃ	を	のんで	います。
watashi	wa	shujin	to	ocha	o	nonde	imasu.
男	の	人	は	奥さん	と	車	の	中	に	います。
おとこ	の	ひと	は	おくさん	と	くるま	の	なか	に	い
ます。
otoko	no	hito	wa	okusan	to	kuruma	no	naka	ni	
imasu.
私	は	妻	と	ご飯	を	食べて	います。
わたし	は	つま	と	ごはん	を	たべて	います。
watashi	wa	tsuma	to	gohan	o	tabete	imasu.

14	 誰	と	昼ご飯	を	食べて	いますか。
だれ	と	ひるごはん	を	たべて	いますか。
dare	to	hirugohan	o	tabete	imasuka.
妹	と	昼ご飯	を	食べて	います。
いもうと	と	ひるごはん	を	たべて	います。
imouto	to	hirugohan	o	tabete	imasu.
誰	と	夕ご飯	を	食べて	いますか。
だれ	と	ゆうごはん	を	たべて	いますか。
dare	to	yuugohan	o	tabete	imasuka.
主人	と	夕ご飯	を	食べて	います。
しゅじん	と	ゆうごはん	を	たべて	います。
shujin	to	yuugohan	o	tabete	imasu.

15	 男の子	は	おばあさん	の	家	に	来て	います。
おとこのこ	は	おばあさん	の	いえ	に	きて	い	
ます。
otokonoko	wa	obaasan	no	ie	ni	kite	imasu.
女の子	は	友達	の	家	に	来て	います。
おんなのこ	は	ともだち	の	いえ	に	きて	います。
onnanoko	wa	tomodachi	no	ie	ni	kite	imasu.
女	の	人	は	パリ	に	来て	います。
おんな	の	ひと	は	パリ	に	きて	います。
onna	no	hito	wa	pari	ni	kite	imasu.
男	の	人	は	モスクワ	に	来て	います。
おとこ	の	ひと	は	モスクワ	に	きて	います。
otoko	no	hito	wa	mosukuwa	ni	kite	imasu.

16	 何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
私	は	妹	と	ゲーム	を	して	います。
わたし	は	いもうと	と	ゲーム	を	して	います。
watashi	wa	imouto	to	geemu	o	shite	imasu.
何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
ぼく	は	病院	に	来て	います。	ぼく	の	おばあさん	
です。
ぼく	は	びょういん	に	きて	います。	ぼく	の	おば
あさん	です。
boku	wa	byouin	ni	kite	imasu.	boku	no	
obaasan	desu.
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17	 私	は	友達	の	家	に	来て	います。
わたし	は	ともだち	の	いえ	に	きて	います。
watashi	wa	tomodachi	no	ie	ni	kite	imasu.
この	家族	は	ローマ	に	来て	います。
この	かぞく	は	ローマ	に	きて	います。
kono	kazoku	wa	rooma	ni	kite	imasu.
この	二人	は	北京	に	来て	います。
この	ふたり	は	ぺきん	に	きて	います。
kono	futari	wa	pekin	ni	kite	imasu.
男の子	は	おじいさん	の	家	に	来て	います。
おとこのこ	は	おじいさん	の	いえ	に	きて	いま
す。
otokonoko	wa	ojiisan	no	ie	ni	kite	imasu.

18	 私	の	家族	です。
わたし	の	かぞく	です。
watashi	no	kazoku	desu.
これ	は	私たち	の	家	です。
これ	は	わたしたち	の	いえ	です。
kore	wa	watashitachi	no	ie	desu.
こちら	は	私たち	の	お客	さん	です。
こちら	は	わたしたち	の	おきゃく	さん	です。
kochira	wa	watashitachi	no	okyaku	san	desu.
私	の	家族	です。
わたし	の	かぞく	です。
watashi	no	kazoku	desu.
これ	は	私たち	の	家	です。
これ	は	わたしたち	の	いえ	です。
kore	wa	watashitachi	no	ie	desu.
こちら	は	私たち	の	お客	さん	です。
こちら	は	わたしたち	の	おきゃく	さん	です。
kochira	wa	watashitachi	no	okyaku	san	desu.

19	 彼ら	は	お客	さん	です。
かれら	は	おきゃく	さん	です。
karera	wa	okyaku	san	desu.
私	は	働いて	います。	客	では	ありません。
わたし	は	はたらいて	います。	きゃく	では	あり
ません。
watashi	wa	hataraite	imasu.	kyaku	dewa	
arimasen.

彼	は	お客	さん	です。
かれ	は	おきゃく	さん	です。
kare	wa	okyaku	san	desu.

20	 私たち	の	お客	さん	は	ドア	の	前	に	います。
わたしたち	の	おきゃく	さん	は	ドア	の	まえ	に	い
ます。
watashitachi	no	okyaku	san	wa	doa	no	mae	ni	
imasu.
私たち	の	お客	さん	は	居間	に	座って	います。
わたしたち	の	おきゃく	さん	は	いま	に	すわって	
います。
watashitachi	no	okyaku	san	wa	ima	ni	suwatte	
imasu.
私たち	は	お客	さん	と	夕ご飯	を	食べて	います。
わたしたち	は	おきゃく	さん	と	ゆうごはん	を	た
べて	います。
watashitachi	wa	okyaku	san	to	yuugohan	o	
tabete	imasu.
私たち	は	お客	さん	と	ゲーム	を	して	います。
わたしたち	は	おきゃく	さん	と	ゲーム	を	して	い
ます。
watashitachi	wa	okyaku	san	to	geemu	o	shite	
imasu.

21	 いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
irasshaimase.
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
irasshaimase.
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
irasshaimase.
私たち	の	家	へ	ようこそ。
わたしたち	の	いえ	へ	ようこそ。
watashitachi	no	ie	e	youkoso.
私たち	の	家	へ	ようこそ。
わたしたち	の	いえ	へ	ようこそ。
watashitachi	no	ie	e	youkoso.
日本	へ	ようこそ。
にほん	へ	ようこそ。
nihon	e	youkoso.
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22	 いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
irasshaimase.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
私たち	の	家	へ	ようこそ。
わたくしたち	の	いえ	へ	ようこそ。
watakushitachi	no	ie	e	youkoso.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.

23	 ようこそ。
ようこそ。
youkoso.
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
irasshaimase.
私たち	の	家	へ	ようこそ。
わたしたち	の	いえ	へ	ようこそ。
watashitachi	no	ie	e	youkoso.
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
irasshaimase.

24	 私たち	の	お客	さん	は	ドア	の	前	に	います。
わたしたち	の	おきゃく	さん	は	ドア	の	まえ	に	い
ます。
watashitachi	no	okyaku	san	wa	doa	no	mae	ni	
imasu.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
私たち	の	家	へ	ようこそ。
わたしたち	の	いえ	へ	ようこそ。
watashitachi	no	ie	e	youkoso.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.

25	 女	の	人	は	コーヒー	の	匂い	を	かいで	います。
おんな	の	ひと	は	コーヒー	の	におい	を	かいで	い
ます。
onna	no	hito	wa	koohii	no	nioi	o	kaide	imasu.
男	の	人	は	花	の	匂い	を	かいで	います。
おとこ	の	ひと	は	はな	の	におい	を	かいで	い	
ます。
otoko	no	hito	wa	hana	no	nioi	o	kaide	imasu.
女	の	人	は	ご飯	の	味見	を	して	います。
おんな	の	ひと	は	ごはん	の	あじみ	を	して	い	
ます。
onna	no	hito	wa	gohan	no	ajimi	o	shite	imasu.
彼ら	は	パン	の	味見	を	して	います。
かれら	は	パン	の	あじみ	を	して	います。
karera	wa	pan	no	ajimi	o	shite	imasu.

26	 この	パン	は	おいしい	です。
この	パン	は	おいしい	です。
kono	pan	wa	oishii	desu.
この	牛乳	は	まずい	です。
この	ぎゅうにゅう	は	まずい	です。
kono	gyuunyuu	wa	mazui	desu.
この	花	は	いい	匂い	です。
この	はな	は	いい	におい	です。
kono	hana	wa	ii	nioi	desu.
この	くつ下	は	くさい	です。
この	くつした	は	くさい	です。
kono	kutsushita	wa	kusai	desu.

27	 女	の	人	は	パン	の	味見	を	して	います。
おんな	の	ひと	は	パン	の	あじみ	を	して	います。
onna	no	hito	wa	pan	no	ajimi	o	shite	imasu.
この	りんご	は	おいしい	です。
この	りんご	は	おいしい	です。
kono	ringo	wa	oishii	desu.
この	コーヒー	は	まずい	です。
この	コーヒー	は	まずい	です。
kono	koohii	wa	mazui	desu.
男	の	人	は	牛乳	の	匂い	を	かいで	います。
おとこ	の	ひと	は	ぎゅうにゅう	の	におい	を	かい
で	います。
otoko	no	hito	wa	gyuunyuu	no	nioi	o	kaide	
imasu.
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この	花	は	いい	匂い	です。
この	はな	は	いい	におい	です。
kono	hana	wa	ii	nioi	desu.
この	魚	は	くさい	です。
この	さかな	は	くさい	です。
kono	sakana	wa	kusai	desu.

28	 男	の	人	は	牛乳	の	匂い	を	かいで	います。
おとこ	の	ひと	は	ぎゅうにゅう	の	におい	を	かい
で	います。
otoko	no	hito	wa	gyuunyuu	no	nioi	o	kaide	
imasu.
この	牛乳	は	くさい	です。
この	ぎゅうにゅう	は	くさい	です。
kono	gyuunyuu	wa	kusai	desu.
彼ら	は	ご飯	の	味見	を	して	います。
かれら	は	ごはん	の	あじみ	を	して	います。
karera	wa	gohan	no	ajimi	o	shite	imasu.
この	ご飯	は	おいしい	です。
この	ごはん	は	おいしい	です。
kono	gohan	wa	oishii	desu.

29	 これ	は	くさい	です。
これ	は	くさい	です。
kore	wa	kusai	desu.
これ	は	いい	匂い	です。
これ	は	いい	におい	です。
kore	wa	ii	nioi	desu.
これ	は	まずい	です。
これ	は	まずい	です。
kore	wa	mazui	desu.
これ	は	おいしい	です。
これ	は	おいしい	です。
kore	wa	oishii	desu.

30	 四本	の	指
よんほん	の	ゆび
yonhon	no	yubi
三本	の	手
さんぼん	の	て
sanbon	no	te
十本	の	足	の	指
じゅっぽん	の	あし	の	ゆび
juppon	no	ashi	no	yubi

一本	の	足
いっぽん	の	あし
ippon	no	ashi

31	 手
て
te
指
ゆび
yubi
足
あし
ashi
足	の	指
あし	の	ゆび
ashi	no	yubi

32	 彼	の	足	は	草	の	上	に	あります。
かれ	の	あし	は	くさ	の	うえ	に	あります。
kare	no	ashi	wa	kusa	no	ue	ni	arimasu.
彼女	の	足	の	指	は	水	の	中	に	あります。
かのじょ	の	あし	の	ゆび	は	みず	の	なか	に	あり
ます。
kanojo	no	ashi	no	yubi	wa	mizu	no	naka	ni	
arimasu.
彼女	の	手	は	窓	の	上	に	あります。
かのじょ	の	て	は	まど	の	うえ	に	あります。
kanojo	no	te	wa	mado	no	ue	ni	arimasu.
彼	の	指	は	テーブル	の	上	に	あります。
かれ	の	ゆび	は	テーブル	の	うえ	に	あります。
kare	no	yubi	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.

33	 冬	の	家
ふゆ	の	いえ
fuyu	no	ie
春	の	公園
はる	の	こうえん
haru	no	kouen
夏	の	町
なつ	の	まち
natsu	no	machi
秋	の	木
あき	の	き
aki	no	ki
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34	 春
はる
haru
夏
なつ
natsu
秋
あき
aki
冬
ふゆ
fuyu

35	 これ	は	冬	の	木	です。
これ	は	ふゆ	の	き	です。
kore	wa	fuyu	no	ki	desu.
これ	は	春	の	木	です。
これ	は	はる	の	き	です。
kore	wa	haru	no	ki	desu.
これ	は	夏	の	木	です。
これ	は	なつ	の	き	です。
kore	wa	natsu	no	ki	desu.
これ	は	秋	の	木	です。
これ	は	あき	の	き	です。
kore	wa	aki	no	ki	desu.

36	 これ	は	冬	の	私	の	家	です。
これ	は	ふゆ	の	わたし	の	いえ	です。
kore	wa	fuyu	no	watashi	no	ie	desu.
これ	は	夏	の	私	の	家	です。
これ	は	なつ	の	わたし	の	いえ	です。
kore	wa	natsu	no	watashi	no	ie	desu.
これ	は	私	の	冬	の	帽子	です。
これ	は	わたし	の	ふゆ	の	ぼうし	です。
kore	wa	watashi	no	fuyu	no	boushi	desu.
これ	は	私	の	夏	の	帽子	です。
これ	は	わたし	の	なつ	の	ぼうし	です。
kore	wa	watashi	no	natsu	no	boushi	desu.

37	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
私	は	ロシア	に	住んで	います。
わたし	は	ロシア	に	すんで	います。
watashi	wa	roshia	ni	sunde	imasu.
日本	へ	ようこそ。
にほん	へ	ようこそ。
nihon	e	youkoso.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.

38	 こんにちは。	私	の	名前	は	デイビット・	ブラウ
ン	です。	お名前	は？
こんにちは。	わたし	の	なまえ	は	デイビット・	
ブラウン	です。	おなまえ	は？
konnichiwa.	watashi	no	namae	wa	deibitto	
buraun	desu.	onamae	wa？
私	の	名前	は	佐々木	誠	です。
わたし	の	なまえ	は	ささき	まこと	です。
watashi	no	namae	wa	sasaki	makoto	desu.
どうぞよろしく。
どうぞよろしく。
douzoyoroshiku.

39	 どこ	に	住んで	いますか。
どこ	に	すんで	いますか。
doko	ni	sunde	imasuka.
赤い	家	に	住んで	います。
あかい	いえ	に	すんで	います。
akai	ie	ni	sunde	imasu.
どこ	で	働いて	いますか。
どこ	で	はたらいて	いますか。
doko	de	hataraite	imasuka.
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レストラン	で	働いて	います。
レストラン	で	はたらいて	います。
resutoran	de	hataraite	imasu.
いつ	働いて	いますか。
いつ	はたらいて	いますか。
itsu	hataraite	imasuka.
月曜日	と	火曜日	と	木曜日	に	働いて	います。
げつようび	と	かようび	と	もくようび	に	はたら
いて	います。
getsuyoubi	to	kayoubi	to	mokuyoubi	ni	
hataraite	imasu.

40	 おはよう	ございます。
おはよう	ございます。
ohayou	gozaimasu.
おはよう	ございます。
おはよう	ございます。
ohayou	gozaimasu.
赤ちゃん	は	何歳	ですか。
あかちゃん	は	なんさい	ですか。
akachan	wa	nansai	desuka.
生まれて	九週間	です。
うまれて	きゅうしゅうかん	です。
umarete	kyuushuukan	desu.
息子	さん	は	何歳	ですか。
むすこ	さん	は	なんさい	ですか。
musuko	san	wa	nansai	desuka.
十八か月	です
じゅうはっかげつ	です
juuhakkagetsu	desu

3.3 コア	レッスン

01	 彼	は	書いて	います。
かれ	は	かいて	います。
kare	wa	kaite	imasu.
彼女	は	読んで	います。
かのじょ	は	よんで	います。
kanojo	wa	yonde	imasu.
彼	は	話して	います。
かれ	は	はなして	います。
kare	wa	hanashite	imasu.
彼女	は	話して	います。
かのじょ	は	はなして	います。
kanojo	wa	hanashite	imasu.

02	 男	の	人	は	中国語	を	読んで	います。
おとこ	の	ひと	は	ちゅうごくご	を	よんで	い	
ます。
otoko	no	hito	wa	chuugokugo	o	yonde	imasu.
女	の	人	は	英語	を	読んで	います。
おんな	の	ひと	は	えいご	を	よんで	います。
onna	no	hito	wa	eigo	o	yonde	imasu.
男の子	は	アラビア語	を	書いて	います。
おとこのこ	は	アラビアご	を	かいて	います。
otokonoko	wa	arabiago	o	kaite	imasu.
女の子	は	日本語	を	書いて	います。
おんなのこ	は	にほんご	を	かいて	います。
onnanoko	wa	nihongo	o	kaite	imasu.

03	 彼	は	アラビア語	を	書いて	います。
かれ	は	アラビアご	を	かいて	います。
kare	wa	arabiago	o	kaite	imasu.
彼	は	アラビア語	を	読んで	います。
かれ	は	アラビアご	を	よんで	います。
kare	wa	arabiago	o	yonde	imasu.
彼	は	アラビア語	を	話して	います。
かれ	は	アラビアご	を	はなして	います。
kare	wa	arabiago	o	hanashite	imasu.
彼女	は	中国語	を	書いて	います。
かのじょ	は	ちゅうごくご	を	かいて	います。
kanojo	wa	chuugokugo	o	kaite	imasu.
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彼女	は	中国語	を	読んで	います。
かのじょ	は	ちゅうごくご	を	よんで	います。
kanojo	wa	chuugokugo	o	yonde	imasu.
彼女	は	中国語	を	話して	います。
かのじょ	は	ちゅうごくご	を	はなして	います。
kanojo	wa	chuugokugo	o	hanashite	imasu.

04	 女の子	は	英語	を	話して	います。
おんなのこ	は	えいご	を	はなして	います。
onnanoko	wa	eigo	o	hanashite	imasu.
男の子	は	日本語	を	話して	います。
おとこのこ	は	にほんご	を	はなして	います。
otokonoko	wa	nihongo	o	hanashite	imasu.
男	の	人	は	英語	を	話して	います。
おとこ	の	ひと	は	えいご	を	はなして	います。
otoko	no	hito	wa	eigo	o	hanashite	imasu.
女	の	人	は	日本語	を	話して	います。
おんな	の	ひと	は	にほんご	を	はなして	います。
onna	no	hito	wa	nihongo	o	hanashite	imasu.

05	 彼	は	日本語	を	書いて	います。
かれ	は	にほんご	を	かいて	います。
kare	wa	nihongo	o	kaite	imasu.
彼	は	日本語	を	読んで	います。
かれ	は	にほんご	を	よんで	います。
kare	wa	nihongo	o	yonde	imasu.
彼	は	日本語	を	話して	います。
かれ	は	にほんご	を	はなして	います。
kare	wa	nihongo	o	hanashite	imasu.

06	 私	は	中国語	を	読んで	います。
わたし	は	ちゅうごくご	を	よんで	います。
watashi	wa	chuugokugo	o	yonde	imasu.
私	は	中国語	を	書いて	います。
わたし	は	ちゅうごくご	を	かいて	います。
watashi	wa	chuugokugo	o	kaite	imasu.
私	は	日本語	を	読んで	います。
わたし	は	にほんご	を	よんで	います。
watashi	wa	nihongo	o	yonde	imasu.
私	は	日本語	を	書いて	います。
わたし	は	にほんご	を	かいて	います。
watashi	wa	nihongo	o	kaite	imasu.

07	 この	男	の	人	は	オーストラリア	の	出身	です。
この	おとこ	の	ひと	は	オーストラリア	の	しゅっ
しん	です。
kono	otoko	no	hito	wa	oosutoraria	no	shusshin	
desu.
この	女	の	人	は	ロシア	の	出身	です。
この	おんな	の	ひと	は	ロシア	の	しゅっしん		
です。
kono	onna	no	hito	wa	roshia	no	shusshin	desu.
この	女の子	は	日本	の	出身	です。
この	おんなのこ	は	にほん	の	しゅっしん	です。
kono	onnanoko	wa	nihon	no	shusshin	desu.

08	 犬	と	猫	と	馬	は	動物	です。
いぬ	と	ねこ	と	うま	は	どうぶつ	です。
inu	to	neko	to	uma	wa	doubutsu	desu.
男	の	人	と	女	の	人	と	男の子	は	人	です。
おとこ	の	ひと	と	おんな	の	ひと	と	おとこのこ	は	
ひと	です。
otoko	no	hito	to	onna	no	hito	to	otokonoko	
wa	hito	desu.

09	 これ	は	動物	です。
これ	は	どうぶつ	です。
kore	wa	doubutsu	desu.
これ	は	人	です。
これ	は	ひと	です。
kore	wa	hito	desu.
これ	は	動物	です。
これ	は	どうぶつ	です。
kore	wa	doubutsu	desu.
これ	は	人	です。
これ	は	ひと	です。
kore	wa	hito	desu.

10	 エジプト	の	人	は	アラビア語	を	話します。
エジプト	の	ひと	は	アラビアご	を	はなします。
ejiputo	no	hito	wa	arabiago	o	hanashimasu.
中国	の	人	は	中国語	を	話します。
ちゅうごく	の	ひと	は	ちゅうごくご	を	はなし
ます。
chuugoku	no	hito	wa	chuugokugo	o	
hanashimasu.
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日本	の	人	は	日本語	を	話します。
にほん	の	ひと	は	にほんご	を	はなします。
nihon	no	hito	wa	nihongo	o	hanashimasu.
オーストラリア	の	人	は	英語	を	話します。
オーストラリア	の	ひと	は	えいご	を	はなしま
す。
oosutoraria	no	hito	wa	eigo	o	hanashimasu.

11	 この	女	の	人	は	中国	の	出身	です。	彼女	は	中国語	
を	話します。
この	おんな	の	ひと	は	ちゅうごく	の	しゅっし
ん	です。	かのじょ	は	ちゅうごくご	を	はなし
ます。
kono	onna	no	hito	wa	chuugoku	no	shusshin	
desu.	kanojo	wa	chuugokugo	o	hanashimasu.
これ	は	中国	の	動物	です。	でも、	中国語	を	話し
ません。
これ	は	ちゅうごく	の	どうぶつ	です。	でも、		
ちゅうごくご	を	はなしません。
kore	wa	chuugoku	no	doubutsu	desu.	demo,	
chuugokugo	o	hanashimasen.
この	男	の	人	は	オーストラリア	の	出身	です。	彼	
は	英語	を	話します。
この	おとこ	の	ひと	は	オーストラリア	の	しゅっ
しん	です。	かれ	は	えいご	を	はなします。
kono	otoko	no	hito	wa	oosutoraria	no	shusshin	
desu.	kare	wa	eigo	o	hanashimasu.
これ	は	オーストラリア	の	動物	です。	でも、	英
語	を	話しません。
これ	は	オーストラリア	の	どうぶつ	です。	で
も、	えいご	を	はなしません。
kore	wa	oosutoraria	no	doubutsu	desu.	demo,	
eigo	o	hanashimasen.

12	 この	人	は	中国語	を	話します。
この	ひと	は	ちゅうごくご	を	はなします。
kono	hito	wa	chuugokugo	o	hanashimasu.
この	人	は	アラビア語	を	話します。
この	ひと	は	アラビアご	を	はなします。
kono	hito	wa	arabiago	o	hanashimasu.
この	人	は	英語	を	話します。
この	ひと	は	えいご	を	はなします。
kono	hito	wa	eigo	o	hanashimasu.

この	人	は	日本語	を	話します。
この	ひと	は	にほんご	を	はなします。
kono	hito	wa	nihongo	o	hanashimasu.

13	 私	は	中国語	を	話します。
わたし	は	ちゅうごくご	を	はなします。
watashi	wa	chuugokugo	o	hanashimasu.
私	は	アラビア語	を	話します。
わたし	は	アラビアご	を	はなします。
watashi	wa	arabiago	o	hanashimasu.
私	は	英語	を	話します。
わたし	は	えいご	を	はなします。
watashi	wa	eigo	o	hanashimasu.
私	は	日本語	を	話します。
わたし	は	にほんご	を	はなします。
watashi	wa	nihongo	o	hanashimasu.

14	 アラビア語	を	話しますか。
アラビアご	を	はなしますか。
arabiago	o	hanashimasuka.
は	い。	アラビア語	を	話します。
は	い。	アラビアご	を	はなします。
wa	i.	arabiago	o	hanashimasu.
中国語	を	話しますか。
ちゅうごくご	を	はなしますか。
chuugokugo	o	hanashimasuka.
いいえ。	中国語	は	話しません。
いいえ。	ちゅうごくご	は	はなしません。
iie.	chuugokugo	wa	hanashimasen.

15	 すみません。	中国語	を	話しますか。
すみません。	ちゅうごくご	を	はなしますか。
sumimasen.	chuugokugo	o	hanashimasuka.
いいえ。	中国語	は	話しません。
いいえ。	ちゅうごくご	は	はなしません。
iie.	chuugokugo	wa	hanashimasen.
すみません。	中国語	を	話しますか。
すみません。	ちゅうごくご	を	はなしますか。
sumimasen.	chuugokugo	o	hanashimasuka.
はい。	中国語	を	話します。
はい。	ちゅうごくご	を	はなします。
hai.	chuugokugo	o	hanashimasu.
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16	 すみません。
すみません。
sumimasen.
英語	を	話しますか。
えいご	を	はなしますか。
eigo	o	hanashimasuka.
はい。	英語	を	話します。
はい。	えいご	を	はなします。
hai.	eigo	o	hanashimasu.
すみません。
すみません。
sumimasen.
日本語	を	話しますか。
にほんご	を	はなしますか。
nihongo	o	hanashimasuka.
はい。	日本語	を	話します。
はい。	にほんご	を	はなします。
hai.	nihongo	o	hanashimasu.

17	 十本	の	ベルト
じゅっぽん	の	ベルト
juppon	no	beruto
二十個	の	カップ
にじゅっこ	の	カップ
nijukko	no	kappu
三十個	の	ボール
さんじゅっこ	の	ボール
sanjukko	no	booru
四十枚	の	お皿
よんじゅうまい	の	おさら
yonjuumai	no	osara
五十本	の	ネクタイ
ごじゅっぽん	の	ネクタイ
gojuppon	no	nekutai
六十個	の	帽子
ろくじゅっこ	の	ぼうし
rokujukko	no	boushi

18	 十
じゅう
juu

二十
にじゅう
nijuu
三十
さんじゅう
sanjuu
四十
よんじゅう
yonjuu
五十
ごじゅう
gojuu
六十
ろくじゅう
rokujuu

19	 二十個	の	カップ
にじゅっこ	の	カップ
nijukko	no	kappu
二十一個	の	カップ
にじゅういっこ	の	カップ
nijuuikko	no	kappu
二十二個	の	カップ
にじゅうにこ	の	カップ
nijuuniko	no	kappu
二十三枚	の	お皿
にじゅうさんまい	の	おさら
nijuusanmai	no	osara
二十四枚	の	お皿
にじゅうよんまい	の	おさら
nijuuyonmai	no	osara
二十五枚	の	お皿
にじゅうごまい	の	おさら
nijuugomai	no	osara

20	 三十四個	の	ボウル
さんじゅうよんこ	の	ボウル
sanjuuyonko	no	bouru
三十五個	の	ボウル
さんじゅうごこ	の	ボウル
sanjuugoko	no	bouru
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三十六個	の	ボウル
さんじゅうろっこ	の	ボウル
sanjuurokko	no	bouru
三十七枚	の	お皿
さんじゅうななまい	の	おさら
sanjuunanamai	no	osara
三十八枚	の	お皿
さんじゅうはちまい	の	おさら
sanjuuhachimai	no	osara
三十九枚	の	お皿
さんじゅうきゅうまい	の	おさら
sanjuukyuumai	no	osara

21	 四十四
よんじゅうよん
yonjuuyon
四十五
よんじゅうご
yonjuugo
四十六
よんじゅうろく
yonjuuroku
四十七
よんじゅうなな
yonjuunana
四十八
よんじゅうはち
yonjuuhachi
四十九
よんじゅうきゅう
yonjuukyuu

22	 四十
よんじゅう
yonjuu
四十一
よんじゅういち
yonjuuichi
四十二
よんじゅうに
yonjuuni

四十三
よんじゅうさん
yonjuusan
四十四
よんじゅうよん
yonjuuyon
四十五
よんじゅうご
yonjuugo
四十六
よんじゅうろく
yonjuuroku
四十七
よんじゅうなな
yonjuunana
四十八
よんじゅうはち
yonjuuhachi
四十九
よんじゅうきゅう
yonjuukyuu

23	 十
じゅう
juu
二十
にじゅう
nijuu
三十
さんじゅう
sanjuu
四十
よんじゅう
yonjuu
五十
ごじゅう
gojuu
六十
ろくじゅう
rokujuu
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24	 何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
私	は	四十五歳	です。
わたし	は	よんじゅうごさい	です。
watashi	wa	yonjuugosai	desu.
彼	は	何歳	ですか。
かれ	は	なんさい	ですか。
kare	wa	nansai	desuka.
彼	は	三十歳	です。
かれ	は	さんじゅっさい	です。
kare	wa	sanjussai	desu.
何歳	ですか。
なんさい	ですか。
nansai	desuka.
私	は	三十五歳	です。
わたし	は	さんじゅうごさい	です。
watashi	wa	sanjuugosai	desu.

25	 お皿	を	何枚	持って	いますか。
おさら	を	なんまい	もって	いますか。
osara	o	nanmai	motte	imasuka.
二十四枚	持って	います。
にじゅうよんまい	もって	います。
nijuuyonmai	motte	imasu.
ボウル	を	何個	持って	いますか。
ボウル	を	なんこ	もって	いますか。
bouru	o	nanko	motte	imasuka.
四十五個	持って	います。
よんじゅうごこ	もって	います。
yonjuugoko	motte	imasu.
お客さん	が	何人	いますか。
おきゃくさん	が	なんにん	いますか。
okyakusan	ga	nannin	imasuka.
三十	人	います。
さんじゅう	にん	います。
sanjuu	nin	imasu.

26	 私	は	英語	を	教えて	います。
わたし	は	えいご	を	おしえて	います。
watashi	wa	eigo	o	oshiete	imasu.

彼	は	アラビア語	を	教えて	います。
かれ	は	アラビアご	を	おしえて	います。
kare	wa	arabiago	o	oshiete	imasu.
彼女	は	中国語	を	教えて	います。
かのじょ	は	ちゅうごくご	を	おしえて	います。
kanojo	wa	chuugokugo	o	oshiete	imasu.
日本語	を	教えて	いますか。
にほんご	を	おしえて	いますか。
nihongo	o	oshiete	imasuka.

27	 彼	は	男の子たち	に	アラビア語	を	教えて	い	
ます。
かれ	は	おとこのこたち	に	アラビアご	を	おしえ
て	います。
kare	wa	otokonokotachi	ni	arabiago	o	oshiete	
imasu.
彼	は	男の子たち	に	英語	を	教えて	います。
かれ	は	おとこのこたち	に	えいご	を	おしえて	い
ます。
kare	wa	otokonokotachi	ni	eigo	o	oshiete	
imasu.
彼女	は	女の子たち	に	中国語	を	教えて	います。
かのじょ	は	おんなのこたち	に	ちゅうごくご	を	
おしえて	います。
kanojo	wa	onnanokotachi	ni	chuugokugo	o	
oshiete	imasu.
彼	は	女の子たち	に	日本語	を	教えて	います。
かれ	は	おんなのこたち	に	にほんご	を	おしえて	
います。
kare	wa	onnanokotachi	ni	nihongo	o	oshiete	
imasu.

28	 私	は	中国語	を	勉強して	います。
わたし	は	ちゅうごくご	を	べんきょうして	い
ます。
watashi	wa	chuugokugo	o	benkyoushite	imasu.
彼	は	アラビア語	を	勉強して	います。
かれ	は	アラビアご	を	べんきょうして	います。
kare	wa	arabiago	o	benkyoushite	imasu.
女の子たち	は	英語	を	勉強して	います。
おんなのこたち	は	えいご	を	べんきょうして	い
ます。
onnanokotachi	wa	eigo	o	benkyoushite	imasu.
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私たち	は	日本語	を	勉強して	います。
わたしたち	は	にほんご	を	べんきょうして	い
ます。
watashitachi	wa	nihongo	o	benkyoushite	
imasu.

29	 私	は	英語	を	教えて	います。
わたし	は	えいご	を	おしえて	います。
watashi	wa	eigo	o	oshiete	imasu.
あなた	は	英語	を	勉強して	います。
あなた	は	えいご	を	べんきょうして	います。
anata	wa	eigo	o	benkyoushite	imasu.
あなた	は	アラビア語	を	教えて	います。
あなた	は	アラビアご	を	おしえて	います。
anata	wa	arabiago	o	oshiete	imasu.
私たち	は	アラビア語	を	勉強して	います。
わたしたち	は	アラビアご	を	べんきょうして	い
ます。
watashitachi	wa	arabiago	o	benkyoushite	
imasu.

30	 先生	は	誰	ですか。
せんせい	は	だれ	ですか。
sensei	wa	dare	desuka.
山本	先生	です。
やまもと	せんせい	です。
yamamoto	sensei	desu.
先生	は	誰	ですか。
せんせい	は	だれ	ですか。
sensei	wa	dare	desuka.
ハダッド	先生	です。
ハダッド	せんせい	です。
hadaddo	sensei	desu.

31	 私	は	中国語	を	教えて	います。
わたし	は	ちゅうごくご	を	おしえて	います。
watashi	wa	chuugokugo	o	oshiete	imasu.
私たち	は	中国語	を	勉強して	います。
わたしたち	は	ちゅうごくご	を	べんきょうして	
います。
watashitachi	wa	chuugokugo	o	benkyoushite	
imasu.

私	は	日本語	を	教えて	います。
わたし	は	にほんご	を	おしえて	います。
watashi	wa	nihongo	o	oshiete	imasu.
私	は	日本語	を	勉強して	います。
わたし	は	にほんご	を	べんきょうして	います。
watashi	wa	nihongo	o	benkyoushite	imasu.

32	 私	の	名前	は	リーム	です。
わたし	の	なまえ	は	リーム	です。
watashi	no	namae	wa	riimu	desu.
私	は	アラビア語	を	話します	が、	英語	を	勉強し
て	います。
わたし	は	アラビアご	を	はなします	が、	えいご	
を	べんきょうして	います。
watashi	wa	arabiago	o	hanashimasu	ga,	eigo	o	
benkyoushite	imasu.
こちら	は	私	の	先生	です。	ハダッド	先生	です。
こちら	は	わたし	の	せんせい	です。	ハダッド	せ
んせい	です。
kochira	wa	watashi	no	sensei	desu.	hadaddo	
sensei	desu.

33	 私	の	名前	は	ちえ	です。
わたし	の	なまえ	は	ちえ	です。
watashi	no	namae	wa	chie	desu.
両親	は	日本	の	出身	です。
りょうしん	は	にほん	の	しゅっしん	です。
ryoushin	wa	nihon	no	shusshin	desu.
私たち	は	ニューヨーク	に	住んで	います。
わたしたち	は	ニューヨーク	に	すんで	います。
watashitachi	wa	nyuuyooku	ni	sunde	imasu.
両親	は	英語	を	話しません。
りょうしん	は	えいご	を	はなしません。
ryoushin	wa	eigo	o	hanashimasen.
私	は	英語	を	話します。
わたし	は	えいご	を	はなします。
watashi	wa	eigo	o	hanashimasu.
私	は	中国語	と	日本語	を	勉強して	います。
わたし	は	ちゅうごくご	と	にほんご	を	べんきょ
うして	います。
watashi	wa	chuugokugo	to	nihongo	o	
benkyoushite	imasu.
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3.4 コア	レッスン

01	 男の子	は	起きます。
おとこのこ	は	おきます。
otokonoko	wa	okimasu.
ご主人	は	奥さん	を	起こします。
ごしゅじん	は	おくさん	を	おこします。
goshujin	wa	okusan	o	okoshimasu.
男	の	人	は	友達	を	起こします。
おとこ	の	ひと	は	ともだち	を	おこします。
otoko	no	hito	wa	tomodachi	o	okoshimasu.
女の子	は	起きます。
おんなのこ	は	おきます。
onnanoko	wa	okimasu.

02	 男の子	は	起きます。
おとこのこ	は	おきます。
otokonoko	wa	okimasu.
女	の	人	は	起きます。
おんな	の	ひと	は	おきます。
onna	no	hito	wa	okimasu.
女の子	は	起きます。
おんなのこ	は	おきます。
onnanoko	wa	okimasu.
男	の	人	は	起きます。
おとこ	の	ひと	は	おきます。
otoko	no	hito	wa	okimasu.

03	 女	の	人	は	女の子	を	起こします。
おんな	の	ひと	は	おんなのこ	を	おこします。
onna	no	hito	wa	onnanoko	o	okoshimasu.
女	の	人	は	起きます。
おんな	の	ひと	は	おきます。
onna	no	hito	wa	okimasu.
男	の	人	は	起きます。
おとこ	の	ひと	は	おきます。
otoko	no	hito	wa	okimasu.
男	の	人	は	男の子	を	起こします。
おとこ	の	ひと	は	おとこのこ	を	おこします。
otoko	no	hito	wa	otokonoko	o	okoshimasu.

04	 彼	は	ズボン	を	洗って	います。
かれ	は	ズボン	を	あらって	います。
kare	wa	zubon	o	aratte	imasu.
彼女	は	セーター	を	洗って	います。
かのじょ	は	セーター	を	あらって	います。
kanojo	wa	seetaa	o	aratte	imasu.
私	は	シャツ	を	洗って	います。
わたし	は	シャツ	を	あらって	います。
watashi	wa	shatsu	o	aratte	imasu.
彼	は	車	を	洗って	います。
かれ	は	くるま	を	あらって	います。
kare	wa	kuruma	o	aratte	imasu.

05	 私	は	自分	の	くつ下	を	洗って	います。
わたし	は	じぶん	の	くつした	を	あらって	い	
ます。
watashi	wa	jibun	no	kutsushita	o	aratte	imasu.
彼ら	は	自分	の	車	を	洗って	います。
かれら	は	じぶん	の	くるま	を	あらって	います。
karera	wa	jibun	no	kuruma	o	aratte	imasu.
彼女	は	自分	の	スカート	を	洗って	います。
かのじょ	は	じぶん	の	スカート	を	あらって	い
ます。
kanojo	wa	jibun	no	sukaato	o	aratte	imasu.
彼	は	自分	の	Tシャツ	を	洗って	います。
かれ	は	じぶん	の	Tシャツ	を	あらって	います。
kare	wa	jibun	no	Tshatsu	o	aratte	imasu.

06	 女の子	は	顔	を	洗って	います。
おんなのこ	は	かお	を	あらって	います。
onnanoko	wa	kao	o	aratte	imasu.
女	の	人	は	顔	を	洗って	います。
おんな	の	ひと	は	かお	を	あらって	います。
onna	no	hito	wa	kao	o	aratte	imasu.
彼ら	の	顔	は	紫	と	黄色	です。
かれら	の	かお	は	むらさき	と	きいろ	です。
karera	no	kao	wa	murasaki	to	kiiro	desu.

07	 ぼく	は	手	を	洗って	います。
ぼく	は	て	を	あらって	います。
boku	wa	te	o	aratte	imasu.
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女	の	人	は	髪	を	洗って	います。
おんな	の	ひと	は	かみ	を	あらって	います。
onna	no	hito	wa	kami	o	aratte	imasu.
男	の	人	は	顔	を	洗って	います。
おとこ	の	ひと	は	かお	を	あらって	います。
otoko	no	hito	wa	kao	o	aratte	imasu.

08	 ボール	は	彼	の	足	の	上	に	あります。
ボール	は	かれ	の	あし	の	うえ	に	あります。
booru	wa	kare	no	ashi	no	ue	ni	arimasu.
ボール	は	彼	の	指	の	上	に	あります。
ボール	は	かれ	の	ゆび	の	うえ	に	あります。
booru	wa	kare	no	yubi	no	ue	ni	arimasu.
ボール	は	彼	の	顔	の	上	に	あります。
ボール	は	かれ	の	かお	の	うえ	に	あります。
booru	wa	kare	no	kao	no	ue	ni	arimasu.

09	 通り	は	ぬれて	います。
とおり	は	ぬれて	います。
toori	wa	nurete	imasu.
シャツ	は	かわいて	います。
シャツ	は	かわいて	います。
shatsu	wa	kawaite	imasu.
犬	は	ぬれて	います。
いぬ	は	ぬれて	います。
inu	wa	nurete	imasu.
猫	は	かわいて	います。
ねこ	は	かわいて	います。
neko	wa	kawaite	imasu.

10	 馬	は	ぬれて	います。
うま	は	ぬれて	います。
uma	wa	nurete	imasu.
馬	は	かわいて	います。
うま	は	かわいて	います。
uma	wa	kawaite	imasu.
彼女	の	髪	は	ぬれて	います。
かのじょ	の	かみ	は	ぬれて	います。
kanojo	no	kami	wa	nurete	imasu.

彼女	の	髪	は	かわいて	います。
かのじょ	の	かみ	は	かわいて	います。
kanojo	no	kami	wa	kawaite	imasu.

11	 くつ下	は	汚れて	います。
くつした	は	よごれて	います。
kutsushita	wa	yogorete	imasu.
シャツ	は	きれい	です。
シャツ	は	きれい	です。
shatsu	wa	kirei	desu.
彼女	の	顔	は	汚れて	います。
かのじょ	の	かお	は	よごれて	います。
kanojo	no	kao	wa	yogorete	imasu.
彼	の	顔	は	きれい	です。
かれ	の	かお	は	きれい	です。
kare	no	kao	wa	kirei	desu.

12	 シャツ	は	汚れて	います。
シャツ	は	よごれて	います。
shatsu	wa	yogorete	imasu.
シャツ	は	ぬれて	います。
シャツ	は	ぬれて	います。
shatsu	wa	nurete	imasu.
シャツ	は	きれいで、	かわいて	います
シャツ	は	きれいで、	かわいて	います
shatsu	wa	kireide,	kawaite	imasu

13	 お母さん	は	どこ	ですか。
おかあさん	は	どこ	ですか。
okaasan	wa	doko	desuka.
バスルーム	に	います。
バスルーム	に	います。
basuruumu	ni	imasu.
お父さん	は	どこ	ですか。
おとうさん	は	どこ	ですか。
otousan	wa	doko	desuka.
台所	に	います。
だいどころ	に	います。
daidokoro	ni	imasu.
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3.4 次のページへ

14	 どうして	手	を	洗って	いますか。
どうして	て	を	あらって	いますか。
doushite	te	o	aratte	imasuka.
汚れて	います	から	洗って	います。
よごれて	います	から	あらって	います。
yogorete	imasu	kara	aratte	imasu.
どうして	セーター	を	着て	いますか。
どうして	セーター	を	きて	いますか。
doushite	seetaa	o	kite	imasuka.
寒い	です	から	セーター	を	着て	います。
さむい	です	から	セーター	を	きて	います。
samui	desu	kara	seetaa	o	kite	imasu.

15	 どうして	お父さん	は	台所	に	いますか。
どうして	おとうさん	は	だいどころ	に	いま	
すか。
doushite	otousan	wa	daidokoro	ni	imasuka.
料理して	います	から	台所	に	います。
りょうりして	います	から	だいどころ	に	い	
ます。
ryourishite	imasu	kara	daidokoro	ni	imasu.
どうして	お母さん	は	犬	を	洗って	いますか。
どうして	おかあさん	は	いぬ	を	あらって	いま
すか。
doushite	okaasan	wa	inu	o	aratte	imasuka.
汚れて	います	から	洗って	います。
よごれて	います	から	あらって	います。
yogorete	imasu	kara	aratte	imasu.
どうして	水	を	飲んで	いますか。
どうして	みず	を	のんで	いますか。
doushite	mizu	o	nonde	imasuka.
のど	が	かわいて	います	から	水	を	飲んで	い	
ます。
のど	が	かわいて	います	から	みず	を	のんで	い
ます。
nodo	ga	kawaite	imasu	kara	mizu	o	nonde	
imasu.

16	 どうして	バスルーム	に	いますか。
どうして	バスルーム	に	いますか。
doushite	basuruumu	ni	imasuka.

手	を	洗って	います	から	バスルーム	に	います。
て	を	あらって	います	から	バスルーム	に	い	
ます。
te	o	aratte	imasu	kara	basuruumu	ni	imasu.
どうして	手	を	洗って	いますか。
どうして	て	を	あらって	いますか。
doushite	te	o	aratte	imasuka.
汚れて	います	から	洗って	います。
よごれて	います	から	あらって	います。
yogorete	imasu	kara	aratte	imasu.

17	 歯ブラシ
はブラシ
haburashi
歯ブラシ
はブラシ
haburashi
歯ブラシ
はブラシ
haburashi
歯みがき粉
はみがきこ
hamigakiko
歯みがき粉
はみがきこ
hamigakiko
歯
は
ha

18	 ブラシ
ブラシ
burashi
ブラシ
ブラシ
burashi
ブラシ
ブラシ
burashi
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石けん
せっけん
sekken
石けん
せっけん
sekken
タオル
タオル
taoru

19	 歯ブラシ
はブラシ
haburashi
歯みがき粉
はみがきこ
hamigakiko
歯
は
ha
ブラシ
ブラシ
burashi
石けん
せっけん
sekken
タオル
タオル
taoru

20	 女	の	人	は	髪	を	とかして	います。
おんな	の	ひと	は	かみ	を	とかして	います。
onna	no	hito	wa	kami	o	tokashite	imasu.
男	の	人	は	歯	を	みがいて	います。
おとこ	の	ひと	は	は	を	みがいて	います。
otoko	no	hito	wa	ha	o	migaite	imasu.
女の子たち	は	髪	を	とかして	います。
おんなのこたち	は	かみ	を	とかして	います。
onnanokotachi	wa	kami	o	tokashite	imasu.
男の子たち	は	歯	を	みがいて	います。
おとこのこたち	は	は	を	みがいて	います。
otokonokotachi	wa	ha	o	migaite	imasu.

21	 ぼく	は	歯	を	みがいて	います。
ぼく	は	は	を	みがいて	います。
boku	wa	ha	o	migaite	imasu.
彼女	は	髪	を	とかして	います。
かのじょ	は	かみ	を	とかして	います。
kanojo	wa	kami	o	tokashite	imasu.
彼女たち	は	手	を	洗って	います。
かのじょたち	は	て	を	あらって	います。
kanojotachi	wa	te	o	aratte	imasu.
彼	は	歯	を	みがいて	います。
かれ	は	は	を	みがいて	います。
kare	wa	ha	o	migaite	imasu.

22	 彼女	は	髪	を	洗って	います。
かのじょ	は	かみ	を	あらって	います。
kanojo	wa	kami	o	aratte	imasu.
彼	は	歯	を	みがいて	います。
かれ	は	は	を	みがいて	います。
kare	wa	ha	o	migaite	imasu.
彼	は	髪	を	洗って	います。
かれ	は	かみ	を	あらって	います。
kare	wa	kami	o	aratte	imasu.
彼女	は	髪	を	とかして	います。
かのじょ	は	かみ	を	とかして	います。
kanojo	wa	kami	o	tokashite	imasu.

23	 お母さん	は	娘さん	を	起こして	います。
おかあさん	は	むすめさん	を	おこして	います。
okaasan	wa	musumesan	o	okoshite	imasu.
娘さん	は	髪	を	とかして	います。
むすめさん	は	かみ	を	とかして	います。
musumesan	wa	kami	o	tokashite	imasu.
彼女	の	お兄さん	は	歯	を	みがいて	います。
かのじょ	の	おにいさん	は	は	を	みがいて	い	
ます。
kanojo	no	oniisan	wa	ha	o	migaite	imasu.
お父さん	は	顔	を	洗って	います。
おとうさん	は	かお	を	あらって	います。
otousan	wa	kao	o	aratte	imasu.
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3.4 次のページへ

24	 私	は	昼ご飯	の	前	に	手	を	洗います。
わたし	は	ひるごはん	の	まえ	に	て	を	あらい	
ます。
watashi	wa	hirugohan	no	mae	ni	te	o	araimasu.
私	は	朝ご飯	の	後	に	歯	を	みがきます。
わたし	は	あさごはん	の	あと	に	は	を	みがき	
ます。
watashi	wa	asagohan	no	ato	ni	ha	o	
migakimasu.
私	は	夕ご飯	の	後	に	コーヒー	を	飲みます。
わたし	は	ゆうごはん	の	あと	に	コーヒー	を	のみ
ます。
watashi	wa	yuugohan	no	ato	ni	koohii	o	
nomimasu.

25	 枕
まくら
makura
枕
まくら
makura
枕
まくら
makura
シーツ
シーツ
shiitsu
シーツ
シーツ
shiitsu
毛布
もうふ
moufu

26	 シーツ
シーツ
shiitsu
枕
まくら
makura

毛布
もうふ
moufu
タオル
タオル
taoru

27	 私	は	毛布	の	下	に	います。
わたし	は	もうふ	の	した	に	います。
watashi	wa	moufu	no	shita	ni	imasu.
シーツ	は	ベッド	の	上	に	あります。
シーツ	は	ベッド	の	うえ	に	あります。
shiitsu	wa	beddo	no	ue	ni	arimasu.
猫	は	枕	の	上	に	います。
ねこ	は	まくら	の	うえ	に	います。
neko	wa	makura	no	ue	ni	imasu.
タオル	は	バスルーム	に	あります。
タオル	は	バスルーム	に	あります。
taoru	wa	basuruumu	ni	arimasu.

28	 ピンク	の	シーツ	は	きれい	です。
ピンク	の	シーツ	は	きれい	です。
pinku	no	shiitsu	wa	kirei	desu.
ピンク	の	枕	は	きれい	です。
ピンク	の	まくら	は	きれい	です。
pinku	no	makura	wa	kirei	desu.
ピンク	の	毛布	は	きれい	です。
ピンク	の	もうふ	は	きれい	です。
pinku	no	moufu	wa	kirei	desu.
ピンク	の	タオル	は	きれい	です。
ピンク	の	タオル	は	きれい	です。
pinku	no	taoru	wa	kirei	desu.

29	 どうして	犬	は	くさい	ですか。
どうして	いぬ	は	くさい	ですか。
doushite	inu	wa	kusai	desuka.
汚れて	いて	ぬれて	います	から。
よごれて	いて	ぬれて	います	から。
yogorete	ite	nurete	imasu	kara.
どうして	シーツ	は	いい	匂い	ですか。
どうして	シーツ	は	いい	におい	ですか。
doushite	shiitsu	wa	ii	nioi	desuka.
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きれい	です	から。
きれい	です	から。
kirei	desu	kara.

30	 どうして	この	人たち	は	ダイニングルーム	に	い
ますか。
どうして	この	ひとたち	は	ダイニングルーム	に	
いますか。
doushite	kono	hitotachi	wa	daininguruumu	ni	
imasuka.
夕ご飯	を	食べて	います	から。
ゆうごはん	を	たべて	います	から。
yuugohan	o	tabete	imasu	kara.
どうして	この	人たち	は	台所	に	いますか。
どうして	この	ひとたち	は	だいどころ	に	いま
すか。
doushite	kono	hitotachi	wa	daidokoro	ni	
imasuka.
お皿	を	洗って	います	から。
おさら	を	あらって	います	から。
osara	o	aratte	imasu	kara.
どうして	この	人たち	は	居間	に	いますか。
どうして	この	ひとたち	は	いま	に	いますか。
doushite	kono	hitotachi	wa	ima	ni	imasuka.
テレビ	を	見て	います	から。
テレビ	を	みて	います	から。
terebi	o	mite	imasu	kara.

31	 両親	は	居間	で	新聞	を	読んで	います。
りょうしん	は	いま	で	しんぶん	を	よんで	い	
ます。
ryoushin	wa	ima	de	shinbun	o	yonde	imasu.
女	の	人	は	寝室	で	寝て	います。
おんな	の	ひと	は	しんしつ	で	ねて	います。
onna	no	hito	wa	shinshitsu	de	nete	imasu.
女の子	は	寝室	で	本	を	読んで	います。
おんなのこ	は	しんしつ	で	ほん	を	よんで	い	
ます。
onnanoko	wa	shinshitsu	de	hon	o	yonde	imasu.
男の子	は	居間	で	寝て	います。
おとこのこ	は	いま	で	ねて	います。
otokonoko	wa	ima	de	nete	imasu.

32	 何	を	買って	いますか。
なに	を	かって	いますか。
nani	o	katte	imasuka.
花	を	買って	います。
はな	を	かって	います。
hana	o	katte	imasu.
花	を	何本	買って	いますか。
はな	を	なんぼん	かって	いますか。
hana	o	nanbon	katte	imasuka.
九本	買って	います。
きゅうほん	かって	います。
kyuuhon	katte	imasu.
どうして	花	を	買って	いますか。
どうして	はな	を	かって	いますか。
doushite	hana	o	katte	imasuka.
今日	の	昼	祖母	の	家	に	行きます	から	花	を	買って	
います。
きょう	の	ひる	そぼ	の	いえ	に	いきます	から	はな	
を	かって	います。
kyou	no	hiru	sobo	no	ie	ni	ikimasu	kara	hana	o	
katte	imasu.
おばあさん	は	どこ	に	住んで	いますか。
おばあさん	は	どこ	に	すんで	いますか。
obaasan	wa	doko	ni	sunde	imasuka.
彼女	は	ニューヨーク	に	住んで	います。
かのじょ	は	ニューヨーク	に	すんで	います。
kanojo	wa	nyuuyooku	ni	sunde	imasu.
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3.5 マイルストーン

01	 ジェーン	さん、	こんにちは。
ジェーン	さん、	こんにちは。
jeen	san,	konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 ボウル	を	何個	持って	いますか。
ボウル	を	なんこ	もって	いますか。
bouru	o	nanko	motte	imasuka.
ボウル	を	二個	持って	います。
ボウル	を	にこ	もって	います。
bouru	o	niko	motte	imasu.

03	 外	で	食べますか。
そと	で	たべますか。
soto	de	tabemasuka.
いいえ。	中	で	食べます。
いいえ。	なか	で	たべます。
iie.	naka	de	tabemasu.

04	 いい	匂い	ですか。
いい	におい	ですか。
ii	nioi	desuka.
はい。	いい	匂い	です。
はい。	いい	におい	です。
hai.	ii	nioi	desu.

05	 おいしい	ですか。
おいしい	ですか。
oishii	desuka.
はい。	おいしい	です。
はい。	おいしい	です。
hai.	oishii	desu.

06	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	ご飯	です。
これ	は	ごはん	です。
kore	wa	gohan	desu.

07	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

08	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

09	 お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
元気	です。
げんき	です。
genki	desu.

10	 こちら	は	私	の	友達	の	アナ	さん	です。
こちら	は	わたし	の	ともだち	の	アナ	さん	です。
kochira	wa	watashi	no	tomodachi	no	ana	san	
desu.
彼女	は	ロシア	から	来て	います。
かのじょ	は	ロシア	から	きて	います。
kanojo	wa	roshia	kara	kite	imasu.

11	 日本語	を	話しますか。
にほんご	を	はなしますか。
nihongo	o	hanashimasuka.
はい。	私	は	日本語	を	話します。
はい。	わたし	は	にほんご	を	はなします。
hai.	watashi	wa	nihongo	o	hanashimasu.

12	 どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.
どうぞ	よろしく。
どうぞ	よろしく。
douzo	yoroshiku.
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13	 どこ	で	働いて	いますか。
どこ	で	はたらいて	いますか。
doko	de	hataraite	imasuka.
私	は	学校	で	働いて	います。
わたし	は	がっこう	で	はたらいて	います。
watashi	wa	gakkou	de	hataraite	imasu.

14	 どこ	で	働いて	いますか。
どこ	で	はたらいて	いますか。
doko	de	hataraite	imasuka.
私	は	病院	で	働いて	います。
わたし	は	びょういん	で	はたらいて	います。
watashi	wa	byouin	de	hataraite	imasu.

15	 サッカー	を	しますか。
サッカー	を	しますか。
sakkaa	o	shimasuka.
はい。	します。
はい。	します。
hai.	shimasu.

16	 サッカー	を	しますか。
サッカー	を	しますか。
sakkaa	o	shimasuka.
はい。	します。
はい。	します。
hai.	shimasu.

17	 いつ	しますか。
いつ	しますか。
itsu	shimasuka.
夕方	仕事	の	後	に	します。
ゆうがた	しごと	の	あと	に	します。
yuugata	shigoto	no	ato	ni	shimasu.

18	 どこ	で	しますか。
どこ	で	しますか。
doko	de	shimasuka.
公園	で	します。
こうえん	で	します。
kouen	de	shimasu.

19	 さようなら。
さようなら。
sayounara.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

20	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

21	 どこ	に	いますか。
どこ	に	いますか。
doko	ni	imasuka.
私	は	台所	に	います。
わたし	は	だいどころ	に	います。
watashi	wa	daidokoro	ni	imasu.

22	 何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
お皿	を	洗って	います。
おさら	を	あらって	います。
osara	o	aratte	imasu.

23	 どうして	お皿	を	洗って	いますか。
どうして	おさら	を	あらって	いますか。
doushite	osara	o	aratte	imasuka.
私	は	あなた	の	友達	です	から	お皿	を	洗って	い
ます。
わたし	は	あなた	の	ともだち	です	から	おさら	を	
あらって	います。
watashi	wa	anata	no	tomodachi	desu	kara	
osara	o	aratte	imasu.
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4.1 コア	レッスン

01	 女	の	人たち	は	かさ	を	持って	います。
おんな	の	ひとたち	は	かさ	を	もって	います。
onna	no	hitotachi	wa	kasa	o	motte	imasu.
彼	は	チケット	を	持って	います。
かれ	は	チケット	を	もって	います。
kare	wa	chiketto	o	motte	imasu.
彼女	は	サングラス	を	持って	います。
かのじょ	は	サングラス	を	もって	います。
kanojo	wa	sangurasu	o	motte	imasu.
男	の	人たち	は	はしご	を	持って	います。
おとこ	の	ひとたち	は	はしご	を	もって	います。
otoko	no	hitotachi	wa	hashigo	o	motte	imasu.

02	 かさ
かさ
kasa
チケット
チケット
chiketto
サングラス
サングラス
sangurasu
はしご
はしご
hashigo

03	 彼	は	はしご	が	いります。
かれ	は	はしご	が	いります。
kare	wa	hashigo	ga	irimasu.
彼	は	タオル	が	いります。
かれ	は	タオル	が	いります。
kare	wa	taoru	ga	irimasu.
彼女	は	石けん	が	いります。
かのじょ	は	せっけん	が	いります。
kanojo	wa	sekken	ga	irimasu.
彼女	は	サングラス	が	いります。
かのじょ	は	サングラス	が	いります。
kanojo	wa	sangurasu	ga	irimasu.

04	 彼女	は	お金	が	いります。
かのじょ	は	おかね	が	いります。
kanojo	wa	okane	ga	irimasu.
彼	は	お金	を	持って	います。
かれ	は	おかね	を	もって	います。
kare	wa	okane	o	motte	imasu.
お金	は	テーブル	の	上	に	あります。
おかね	は	テーブル	の	うえ	に	あります。
okane	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.

05	 彼	は	お金	が	いります。
かれ	は	おかね	が	いります。
kare	wa	okane	ga	irimasu.
彼女	は	お金	を	持って	います。
かのじょ	は	おかね	を	もって	います。
kanojo	wa	okane	o	motte	imasu.
彼	は	かさ	が	いります。
かれ	は	かさ	が	いります。
kare	wa	kasa	ga	irimasu.
彼女	は	かさ	を	持って	います。
かのじょ	は	かさ	を	もって	います。
kanojo	wa	kasa	o	motte	imasu.

06	 私	は	サングラス	を	持って	います。
わたし	は	サングラス	を	もって	います。
watashi	wa	sangurasu	o	motte	imasu.
私	は	サングラス	が	いります。
わたし	は	サングラス	が	いります。
watashi	wa	sangurasu	ga	irimasu.
あなた	は	チケット	を	持って	います。
あなた	は	チケット	を	もって	います。
anata	wa	chiketto	o	motte	imasu.
チケット	が	いりますか。
チケット	が	いりますか。
chiketto	ga	irimasuka.

07	 かぎ	が	いりますか。
かぎ	が	いりますか。
kagi	ga	irimasuka.
はい。	かぎ	が	いります。
はい。	かぎ	が	いります。
hai.	kagi	ga	irimasu.
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お金	が	いりますか。
おかね	が	いりますか。
okane	ga	irimasuka.
はい。	お金	が	いります。
はい。	おかね	が	いります。
hai.	okane	ga	irimasu.

08	 宝石
ほうせき
houseki
宝石
ほうせき
houseki
宝石
ほうせき
houseki
服
ふく
fuku
服
ふく
fuku
おもちゃ
おもちゃ
omocha

09	 果物
くだもの
kudamono
果物
くだもの
kudamono
果物
くだもの
kudamono
野菜
やさい
yasai

野菜
やさい
yasai
肉
にく
niku

10	 肉
にく
niku
野菜
やさい
yasai
果物
くだもの
kudamono
おもちゃ
おもちゃ
omocha
服
ふく
fuku
宝石
ほうせき
houseki

11	 彼ら	は	肉	を	買って	います。
かれら	は	にく	を	かって	います。
karera	wa	niku	o	katte	imasu.
彼	は	服	を	買って	います。
かれ	は	ふく	を	かって	います。
kare	wa	fuku	o	katte	imasu.
彼女	は	おもちゃ	を	買って	います。
かのじょ	は	おもちゃ	を	かって	います。
kanojo	wa	omocha	o	katte	imasu.
彼ら	は	野菜	を	買って	います。
かれら	は	やさい	を	かって	います。
karera	wa	yasai	o	katte	imasu.
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4.1 次のページへ

12	 この	白い	家	は	古い	です。
この	しろい	いえ	は	ふるい	です。
kono	shiroi	ie	wa	furui	desu.
この	緑	の	車	は	新しい	です。
この	みどり	の	くるま	は	あたらしい	です。
kono	midori	no	kuruma	wa	atarashii	desu.
この	赤い	家	は	新しい	です。
この	あかい	いえ	は	あたらしい	です。
kono	akai	ie	wa	atarashii	desu.
この	青い	車	は	古い	です。
この	あおい	くるま	は	ふるい	です。
kono	aoi	kuruma	wa	furui	desu.

13	 古い	テレビ
ふるい	テレビ
furui	terebi
新しい	テレビ
あたらしい	テレビ
atarashii	terebi
古い	電話
ふるい	でんわ
furui	denwa
新しい	電話
あたらしい	でんわ
atarashii	denwa

14	 彼	は	果物	を	売って	います。
かれ	は	くだもの	を	うって	います。
kare	wa	kudamono	o	utte	imasu.
彼	は	車	を	売って	います。
かれ	は	くるま	を	うって	います。
kare	wa	kuruma	o	utte	imasu.
彼女	は	野菜	を	売って	います。
かのじょ	は	やさい	を	うって	います。
kanojo	wa	yasai	o	utte	imasu.
彼女	は	花	を	売って	います。
かのじょ	は	はな	を	うって	います。
kanojo	wa	hana	o	utte	imasu.

15	 彼女	は	古い	帽子	を	売って	います。
かのじょ	は	ふるい	ぼうし	を	うって	います。
kanojo	wa	furui	boushi	o	utte	imasu.
彼女	は	古い	車	を	売って	います。
かのじょ	は	ふるい	くるま	を	うって	います。
kanojo	wa	furui	kuruma	o	utte	imasu.
私	は	新しい	かさ	を	売って	います。
わたし	は	あたらしい	かさ	を	うって	います。
watashi	wa	atarashii	kasa	o	utte	imasu.
私	は	新しい	車	を	売って	います。
わたし	は	あたらしい	くるま	を	うって	います。
watashi	wa	atarashii	kuruma	o	utte	imasu.

16	 彼	は	古い	帽子	を	買って	います。
かれ	は	ふるい	ぼうし	を	かって	います。
kare	wa	furui	boushi	o	katte	imasu.
彼	は	古い	車	を	買って	います。
かれ	は	ふるい	くるま	を	かって	います。
kare	wa	furui	kuruma	o	katte	imasu.
私	は	新しい	かさ	を	買って	います。
わたし	は	あたらしい	かさ	を	かって	います。
watashi	wa	atarashii	kasa	o	katte	imasu.
私	は	新しい	車	を	買って	います。
わたし	は	あたらしい	くるま	を	かって	います。
watashi	wa	atarashii	kuruma	o	katte	imasu.

17	 この	店	は	古い	宝石	を	売って	います。
この	みせ	は	ふるい	ほうせき	を	うって	います。
kono	mise	wa	furui	houseki	o	utte	imasu.
この	店	は	新しい	宝石	を	売って	います。
この	みせ	は	あたらしい	ほうせき	を	うって	い
ます。
kono	mise	wa	atarashii	houseki	o	utte	imasu.
この	店	は	古い	本	を	売って	います。
この	みせ	は	ふるい	ほん	を	うって	います。
kono	mise	wa	furui	hon	o	utte	imasu.
こ	の	店	は	新しい	本	を	売って	います。
こ	の	みせ	は	あたらしい	ほん	を	うって	います。
ko	no	mise	wa	atarashii	hon	o	utte	imasu.
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18	 スーパー
スーパー
suupaa
スーパー
スーパー
suupaa
スーパー
スーパー
suupaa
金物屋
かなものや
kanamonoya
金物屋
かなものや
kanamonoya
宝石店
ほうせきてん
housekiten

19	 スーパー
スーパー
suupaa
金物屋
かなものや
kanamonoya
宝石店
ほうせきてん
housekiten

20	 彼ら	は	スーパー	で	買い物	を	して	います。
かれら	は	スーパー	で	かいもの	を	して	います。
karera	wa	suupaa	de	kaimono	o	shite	imasu.
彼女	は	金物屋	で	買い物	を	して	います。
かのじょ	は	かなものや	で	かいもの	を	して	い
ます。
kanojo	wa	kanamonoya	de	kaimono	o	shite	
imasu.
彼	は	宝石店	で	買い物	を	して	います。
かれ	は	ほうせきてん	で	かいもの	を	して	い	
ます。
kare	wa	housekiten	de	kaimono	o	shite	imasu.

21	 私	は	本	を	読んで	います。
わたし	は	ほん	を	よんで	います。
watashi	wa	hon	o	yonde	imasu.
彼	は	薬	を	買って	います。
かれ	は	くすり	を	かって	います。
kare	wa	kusuri	o	katte	imasu.
彼ら	は	チョコレート	を	食べて	います。
かれら	は	チョコレート	を	たべて	います。
karera	wa	chokoreeto	o	tabete	imasu.
彼女	は	ケーキ	を	売って	います。
かのじょ	は	ケーキ	を	うって	います。
kanojo	wa	keeki	o	utte	imasu.

22	 彼ら	は	スーパー	で	野菜	を	買って	います。
かれら	は	スーパー	で	やさい	を	かって	います。
karera	wa	suupaa	de	yasai	o	katte	imasu.
彼女	は	薬屋	で	薬	を	買って	います。
かのじょ	は	くすりや	で	くすり	を	かって	い	
ます。
kanojo	wa	kusuriya	de	kusuri	o	katte	imasu.
あなた	は	ケーキ屋	で	ケーキ	を	買って	います。
あなた	は	ケーキや	で	ケーキ	を	かって	います。
anata	wa	keekiya	de	keeki	o	katte	imasu.
彼女	は	本屋	で	本	を	買って	います。
かのじょ	は	ほんや	で	ほん	を	かって	います。
kanojo	wa	honya	de	hon	o	katte	imasu.

23	 どこ	で	パン	を	買いますか。
どこ	で	パン	を	かいますか。
doko	de	pan	o	kaimasuka.
パン屋	で	パン	を	買います。
パンや	で	パン	を	かいます。
panya	de	pan	o	kaimasu.
どこ	で	ケーキ	を	買いますか。
どこ	で	ケーキ	を	かいますか。
doko	de	keeki	o	kaimasuka.
ケーキ屋	で	ケーキ	を	買います。
ケーキや	で	ケーキ	を	かいます。
keekiya	de	keeki	o	kaimasu.
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4.1 次のページへ

24	 彼	は	本屋	で	本	を	買って	います。
かれ	は	ほんや	で	ほん	を	かって	います。
kare	wa	honya	de	hon	o	katte	imasu.
私	は	金物屋	で	はしご	を	買って	います。
わたし	は	かなものや	で	はしご	を	かって	い	
ます。
watashi	wa	kanamonoya	de	hashigo	o	katte	
imasu.
私たち	は	宝石店	で	宝石	を	売って	います。
わたしたち	は	ほうせきてん	で	ほうせき	を	うっ
て	います。
watashitachi	wa	housekiten	de	houseki	o	utte	
imasu.
彼女	は	薬屋	で	薬	を	売って	います。
かのじょ	は	くすりや	で	くすり	を	うって	い	
ます。
kanojo	wa	kusuriya	de	kusuri	o	utte	imasu.

25	 チョコレート
チョコレート
chokoreeto
ケーキ
ケーキ
keeki
薬
くすり
kusuri
薬屋
くすりや
kusuriya
本屋
ほんや
honya
パン屋
パンや
panya

26	 こわれた	テレビ
こわれた	テレビ
kowareta	terebi

こわれた	おもちゃ
こわれた	おもちゃ
kowareta	omocha
こわれた	ラジオ
こわれた	ラジオ
kowareta	rajio
こわれた	電話
こわれた	でんわ
kowareta	denwa

27	 私	の	テレビ	は	こわれて	います。
わたし	の	テレビ	は	こわれて	います。
watashi	no	terebi	wa	kowarete	imasu.
ぼく	の	おもちゃ	は	こわれて	います。
ぼく	の	おもちゃ	は	こわれて	います。
boku	no	omocha	wa	kowarete	imasu.
私	の	はしご	は	こわれて	いません。
わたし	の	はしご	は	こわれて	いません。
watashi	no	hashigo	wa	kowarete	imasen.
私	の	めがね	は	こわれて	いません。
わたし	の	めがね	は	こわれて	いません。
watashi	no	megane	wa	kowarete	imasen.

28	 女の子	は	チョコレート	が	ほしい	です。
おんなのこ	は	チョコレート	が	ほしい	です。
onnanoko	wa	chokoreeto	ga	hoshii	desu.
男の子	は	おもちゃ	が	ほしい	です。
おとこのこ	は	おもちゃ	が	ほしい	です。
otokonoko	wa	omocha	ga	hoshii	desu.
女	の	人	は	宝石	が	ほしい	です。
おんな	の	ひと	は	ほうせき	が	ほしい	です。
onna	no	hito	wa	houseki	ga	hoshii	desu.
犬	は	肉	が	ほしい	です。
いぬ	は	にく	が	ほしい	です。
inu	wa	niku	ga	hoshii	desu.

29	 彼女	は	コート	が	いります。
かのじょ	は	コート	が	いります。
kanojo	wa	kooto	ga	irimasu.
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彼女	は	紫	の	コート	が	ほしい	です。
かのじょ	は	むらさき	の	コート	が	ほしい	です。
kanojo	wa	murasaki	no	kooto	ga	hoshii	desu.
彼	は	めがね	が	いります。
かれ	は	めがね	が	いります。
kare	wa	megane	ga	irimasu.
彼	は	赤い	めがね	が	ほしい	です。
かれ	は	あかい	めがね	が	ほしい	です。
kare	wa	akai	megane	ga	hoshii	desu.

30	 すみません。	スーパー	は	どこ	ですか。
すみません。	スーパー	は	どこ	ですか。
sumimasen.	suupaa	wa	doko	desuka.
スーパー	は	橋	の	近く	に	あります。
スーパー	は	はし	の	ちかく	に	あります。
suupaa	wa	hashi	no	chikaku	ni	arimasu.
すみません。	パン屋	は	どこ	ですか。
すみません。	パンや	は	どこ	ですか。
sumimasen.	panya	wa	doko	desuka.
パン屋	は	パイン	通り	に	あります。
パンや	は	パイン	どおり	に	あります。
panya	wa	pain	doori	ni	arimasu.

31	 すみません。	私	は	薬	が	いります。	薬屋	は	どこ	
ですか。
すみません。	わたし	は	くすり	が	いります。	く
すりや	は	どこ	ですか。
sumimasen.	watashi	wa	kusuri	ga	irimasu.	
kusuriya	wa	doko	desuka.
薬屋	は	病院	の	近く	に	あります。
くすりや	は	びょういん	の	ちかく	に	あります。
kusuriya	wa	byouin	no	chikaku	ni	arimasu.
すみません。	私	は	本	が	ほしい	です。	本屋	は	ど
こ	ですか。
すみません。	わたし	は	ほん	が	ほしい	です。	ほ
んや	は	どこ	ですか。
sumimasen.	watashi	wa	hon	ga	hoshii	desu.	
honya	wa	doko	desuka.
本屋	は	公園	の	近く	に	あります。
ほんや	は	こうえん	の	ちかく	に	あります。
honya	wa	kouen	no	chikaku	ni	arimasu.

32	 彼女	は	宝石	が	ほしい	です	が、	いりません。
かのじょ	は	ほうせき	が	ほしい	です	が、	いりま
せん。
kanojo	wa	houseki	ga	hoshii	desu	ga,	irimasen.
彼	は	ケーキ	が	ほしい	です	が、	いりません。
かれ	は	ケーキ	が	ほしい	です	が、	いりません。
kare	wa	keeki	ga	hoshii	desu	ga,	irimasen.
彼女	は	めがね	が	いります	が、	ほしく	ありま
せん。
かのじょ	は	めがね	が	いります	が、	ほしく	あり
ません。
kanojo	wa	megane	ga	irimasu	ga,	hoshiku	
arimasen.
彼	は	薬	が	いります	が、	ほしく	ありません。
かれ	は	くすり	が	いります	が、	ほしく	ありま
せん。
kare	wa	kusuri	ga	irimasu	ga,	hoshiku	arimasen.

33	 私	は	新しい	テレビ	が	いります。
わたし	は	あたらしい	テレビ	が	いります。
watashi	wa	atarashii	terebi	ga	irimasu.
どうして	新しい	テレビ	が	いりますか。
どうして	あたらしい	テレビ	が	いりますか。
doushite	atarashii	terebi	ga	irimasuka.
私	の	古い	テレビ	は	こわれて	います	から。
わたし	の	ふるい	テレビ	は	こわれて	います		
から。
watashi	no	furui	terebi	wa	kowarete	imasu	
kara.
私	は	新しい	かさ	が	いります。
わたし	は	あたらしい	かさ	が	いります。
watashi	wa	atarashii	kasa	ga	irimasu.
どうして	新しい	かさ	が	いりますか。
どうして	あたらしい	かさ	が	いりますか。
doushite	atarashii	kasa	ga	irimasuka.
私	の	古い	かさ	は	こわれて	います	から。
わたし	の	ふるい	かさ	は	こわれて	います	から。
watashi	no	furui	kasa	wa	kowarete	imasu	kara.
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34	 何	を	買って	いますか。
なに	を	かって	いますか。
nani	o	katte	imasuka.
私	は	果物	と	チョコレート	を	買って	います。
わたし	は	くだもの	と	チョコレート	を	かって	い
ます。
watashi	wa	kudamono	to	chokoreeto	o	katte	
imasu.
何	を	買って	いますか。
なに	を	かって	いますか。
nani	o	katte	imasuka.
私	は	肉	と	野菜	を	買って	います。
わたし	は	にく	と	やさい	を	かって	います。
watashi	wa	niku	to	yasai	o	katte	imasu.

35	 すみません。	ここ	は	薬屋	ですか。
すみません。	ここ	は	くすりや	ですか。
sumimasen.	koko	wa	kusuriya	desuka.
いいえ。	ここ	は	本屋	です。	薬屋	は	エルム	通り	
に	あります。
いいえ。	ここ	は	ほんや	です。	くすりや	は	エル
ム	どおり	に	あります。
iie.	koko	wa	honya	desu.	kusuriya	wa	erumu	
doori	ni	arimasu.
すみません、	ここ	は	パン屋	ですか。
すみません、	ここ	は	パンや	ですか。
sumimasen,	koko	wa	panya	desuka.
いいえ。	ここ	は	スーパー	です。	パン屋	は	公園	
の	近く	に	あります。
いいえ。	ここ	は	スーパー	です。	パンや	は	こう
えん	の	ちかく	に	あります。
iie.	koko	wa	suupaa	desu.	panya	wa	kouen	no	
chikaku	ni	arimasu.

36	 金物屋	は	どこ	ですか。
かなものや	は	どこ	ですか。
kanamonoya	wa	doko	desuka.
金物屋	は	本屋	の	近く	に	あります。
かなものや	は	ほんや	の	ちかく	に	あります。
kanamonoya	wa	honya	no	chikaku	ni	arimasu.

何	が	いりますか。
なに	が	いりますか。
nani	ga	irimasuka.
私	は	新しい	はしご	が	いります。
わたし	は	あたらしい	はしご	が	いります。
watashi	wa	atarashii	hashigo	ga	irimasu.
どうして	新しい	はしご	が	いりますか。
どうして	あたらしい	はしご	が	いりますか。
doushite	atarashii	hashigo	ga	irimasuka.
私	の	古い	はしご	は	こわれて	います	から。
わたし	の	ふるい	はしご	は	こわれて	います		
から。
watashi	no	furui	hashigo	wa	kowarete	imasu	
kara.
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4.2 コア	レッスン

01	 演劇
えんげき
engeki
演劇
えんげき
engeki
演劇
えんげき
engeki
コンサート
コンサート
konsaato
コンサート
コンサート
konsaato
映画
えいが
eiga

02	 男の子	と	お父さん	は	映画	を	見て	います。
おとこのこ	と	おとうさん	は	えいが	を	みて	い
ます。
otokonoko	to	otousan	wa	eiga	o	mite	imasu.
この	人たち	は	演劇	を	見て	います。
この	ひとたち	は	えんげき	を	みて	います。
kono	hitotachi	wa	engeki	o	mite	imasu.
彼ら	は	ラジオ	を	聞いて	います。
かれら	は	ラジオ	を	きいて	います。
karera	wa	rajio	o	kiite	imasu.

03	 サッカー
サッカー
sakkaa
サッカー
サッカー
sakkaa
サッカー
サッカー
sakkaa

ゴルフ
ゴルフ
gorufu
ゴルフ
ゴルフ
gorufu
テニス
テニス
tenisu

04	 コンサート
コンサート
konsaato
演劇
えんげき
engeki
映画
えいが
eiga
サッカー
サッカー
sakkaa
テニス
テニス
tenisu
ゴルフ
ゴルフ
gorufu

05	 オレンジ
オレンジ
orenji
ジュース
ジュース
juusu
お茶
おちゃ
ocha
にんじん
にんじん
ninjin
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06	 女の子	は	ジュース	を	飲んで	います。
おんなのこ	は	ジュース	を	のんで	います。
onnanoko	wa	juusu	o	nonde	imasu.
男	の	人	と	女	の	人	は	お茶	を	飲んで	います。
おとこ	の	ひと	と	おんな	の	ひと	は	おちゃ	を	のん
で	います。
otoko	no	hito	to	onna	no	hito	wa	ocha	o	
nonde	imasu.
男	の	人	は	にんじん	を	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	にんじん	を	たべて	います。
otoko	no	hito	wa	ninjin	o	tabete	imasu.
女	の	人	は	オレンジ	を	食べて	います。
おんな	の	ひと	は	オレンジ	を	たべて	います。
onna	no	hito	wa	orenji	o	tabete	imasu.

07	 この	男の子	は	サッカー	が	好き	です。
この	おとこのこ	は	サッカー	が	すき	です。
kono	otokonoko	wa	sakkaa	ga	suki	desu.
この	男の子	は	にんじん	が	好き	では	ありま	
せん。
この	おとこのこ	は	にんじん	が	すき	では	ありま
せん。
kono	otokonoko	wa	ninjin	ga	suki	dewa	
arimasen.
この	女の子	は	馬	が	好き	です。
この	おんなのこ	は	うま	が	すき	です。
kono	onnanoko	wa	uma	ga	suki	desu.
この	女の子	は	ジュース	が	好き	では	ありま	
せん。
この	おんなのこ	は	ジュース	が	すき	では	ありま
せん。
kono	onnanoko	wa	juusu	ga	suki	dewa	
arimasen.

08	 この	男	の	人	は	ゴルフ	が	好き	です。
この	おとこ	の	ひと	は	ゴルフ	が	すき	です。
kono	otoko	no	hito	wa	gorufu	ga	suki	desu.
この	男の子	は	テニス	が	好き	では	ありません。
この	おとこのこ	は	テニス	が	すき	では	ありま
せん。
kono	otokonoko	wa	tenisu	ga	suki	dewa	
arimasen.

この	女	の	人たち	は	お茶	が	好き	です。
この	おんな	の	ひとたち	は	おちゃ	が	すき	です。
kono	onna	no	hitotachi	wa	ocha	ga	suki	desu.
この	女の子	は	赤い	くつ	が	好き	では	ありま	
せん。
この	おんなのこ	は	あかい	くつ	が	すき	では	あり
ません。
kono	onnanoko	wa	akai	kutsu	ga	suki	dewa	
arimasen.

09	 彼	は	この	コンサート	が	好き	です。
かれ	は	この	コンサート	が	すき	です。
kare	wa	kono	konsaato	ga	suki	desu.
彼	は	この	コンサート	が	好き	では	ありません。
かれ	は	この	コンサート	が	すき	では	ありま	
せん。
kare	wa	kono	konsaato	ga	suki	dewa	arimasen.
彼	は	オレンジ	が	好き	です。
かれ	は	オレンジ	が	すき	です。
kare	wa	orenji	ga	suki	desu.
彼	は	オレンジ	が	好き	では	ありません。
かれ	は	オレンジ	が	すき	では	ありません。
kare	wa	orenji	ga	suki	dewa	arimasen.

10	 女	の	人たち	は	ゴルフ	を	して	います。
おんな	の	ひとたち	は	ゴルフ	を	して	います。
onna	no	hitotachi	wa	gorufu	o	shite	imasu.
女	の	人たち	は	サッカー	を	して	います。
おんな	の	ひとたち	は	サッカー	を	して	います。
onna	no	hitotachi	wa	sakkaa	o	shite	imasu.
女	の	人たち	は	テニス	を	して	います。
おんな	の	ひとたち	は	テニス	を	して	います。
onna	no	hitotachi	wa	tenisu	o	shite	imasu.

11	 この	女の子	は	サッカー	を	する	の	が	好き	では	あ
りません。
この	おんなのこ	は	サッカー	を	する	の	が	すき	で
は	ありません。
kono	onnanoko	wa	sakkaa	o	suru	no	ga	suki	
dewa	arimasen.
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この	男	の	人	は	サッカー	を	する	の	が	好き	です。
この	おとこ	の	ひと	は	サッカー	を	する	の	が	すき	
です。
kono	otoko	no	hito	wa	sakkaa	o	suru	no	ga	
suki	desu.
この	男の子	は	テニス	を	する	の	が	好き	では	あり
ません。
この	おとこのこ	は	テニス	を	する	の	が	すき	では	
ありません。
kono	otokonoko	wa	tenisu	o	suru	no	ga	suki	
dewa	arimasen.
この	女	の	人	は	テニス	を	する	の	が	好き	です。
この	おんな	の	ひと	は	テニス	を	する	の	が	すき	
です。
kono	onna	no	hito	wa	tenisu	o	suru	no	ga	suki	
desu.

12	 彼女	は	走る	の	が	好き	です。
かのじょ	は	はしる	の	が	すき	です。
kanojo	wa	hashiru	no	ga	suki	desu.
彼女	は	本	を	読む	の	が	好き	です。
かのじょ	は	ほん	を	よむ	の	が	すき	です。
kanojo	wa	hon	o	yomu	no	ga	suki	desu.
彼	は	料理する	の	が	好き	です。
かれ	は	りょうりする	の	が	すき	です。
kare	wa	ryourisuru	no	ga	suki	desu.
彼	は	泳ぐ	の	が	好き	です。
かれ	は	およぐ	の	が	すき	です。
kare	wa	oyogu	no	ga	suki	desu.

13	 何	を	する	の	が	好き	ですか。
なに	を	する	の	が	すき	ですか。
nani	o	suru	no	ga	suki	desuka.
私	は	サッカー	を	する	の	が	好き	です。
わたし	は	サッカー	を	する	の	が	すき	です。
watashi	wa	sakkaa	o	suru	no	ga	suki	desu.
何	を	する	の	が	好き	ですか。
なに	を	する	の	が	すき	ですか。
nani	o	suru	no	ga	suki	desuka.

私	は	本	を	読む	の	が	好き	です。
わたし	は	ほん	を	よむ	の	が	すき	です。
watashi	wa	hon	o	yomu	no	ga	suki	desu.

14	 何	を	する	の	が	好き	ですか。
なに	を	する	の	が	すき	ですか。
nani	o	suru	no	ga	suki	desuka.
私	は	ラジオ	を	聞く	の	が	好き	です。
わたし	は	ラジオ	を	きく	の	が	すき	です。
watashi	wa	rajio	o	kiku	no	ga	suki	desu.
何	を	する	の	が	好き	ですか。
なに	を	する	の	が	すき	ですか。
nani	o	suru	no	ga	suki	desuka.
私	は	料理	を	する	の	が	好き	です。
わたし	は	りょうり	を	する	の	が	すき	です。
watashi	wa	ryouri	o	suru	no	ga	suki	desu.

15	 男の子	は	お母さん	より	たくさん	の	ジュース	を	
持って	います。
おとこのこ	は	おかあさん	より	たくさん	の	ジュ
ース	を	もって	います。
otokonoko	wa	okaasan	yori	takusan	no	juusu	o	
motte	imasu.
女の子	は	お母さん	より	たくさん	の	オレンジ	を	
持って	います。
おんなのこ	は	おかあさん	より	たくさん	の	オレ
ンジ	を	もって	います。
onnanoko	wa	okaasan	yori	takusan	no	orenji	o	
motte	imasu.
先生	は	学生	より	たくさん	の	本	を	持って	い	
ます。
せんせい	は	がくせい	より	たくさん	の	ほん	を	も
って	います。
sensei	wa	gakusei	yori	takusan	no	hon	o	motte	
imasu.
女の子	は	お父さん	より	大きい	ケーキ	を	持って	
います。
おんなのこ	は	おとうさん	より	おおきい	ケーキ	
を	もって	います。
onnanoko	wa	otousan	yori	ookii	keeki	o	motte	
imasu.



100

4.2 次のページへ

16	 男	の	人	は	奥さん	ほど	たくさん	の	お茶	を	持って	
いません。
おとこ	の	ひと	は	おくさん	ほど	たくさん	の	おち
ゃ	を	もって	いません。
otoko	no	hito	wa	okusan	hodo	takusan	no	
ocha	o	motte	imasen.
女の子	は	友達	ほど	大きい	パン	を	持って	いま
せん。
おんなのこ	は	ともだち	ほど	おおきい	パン	を	も
って	いません。
onnanoko	wa	tomodachi	hodo	ookii	pan	o	
motte	imasen.
女	の	人	は	息子さん	ほど	たくさん	の	ジュース	を	
持って	いません。
おんな	の	ひと	は	むすこさん	ほど	たくさん	の	ジ
ュース	を	もって	いません。
onna	no	hito	wa	musukosan	hodo	takusan	no	
juusu	o	motte	imasen.
男	の	人	は	息子さん	ほど	大きい	ケーキ	を	持って	
いません。
おとこ	の	ひと	は	むすこさん	ほど	おおきい	ケー
キ	を	もって	いません。
otoko	no	hito	wa	musukosan	hodo	ookii	keeki	
o	motte	imasen.

17	 男	の	人	は	奥さん	より	たくさん	パン	を	持って	い
ます。
おとこ	の	ひと	は	おくさん	より	たくさん	パン	を	
もって	います。
otoko	no	hito	wa	okusan	yori	takusan	pan	o	
motte	imasu.
男	の	人	は	奥さん	ほど	たくさん	パン	を	持って	い
ません。
おとこ	の	ひと	は	おくさん	ほど	たくさん	パン	を	
もって	いません。
otoko	no	hito	wa	okusan	hodo	takusan	pan	o	
motte	imasen.
女	の	人	は	ご主人	より	たくさん	お金	を	持って	い
ます。
おんな	の	ひと	は	ごしゅじん	より	たくさん	おか
ね	を	もって	います。
onna	no	hito	wa	goshujin	yori	takusan	okane	o	
motte	imasu.

女	の	人	は	ご主人	ほど	たくさん	お金	を	持って	い
ません。
おんな	の	ひと	は	ごしゅじん	ほど	たくさん	おか
ね	を	もって	いません。
onna	no	hito	wa	goshujin	hodo	takusan	okane	
o	motte	imasen.

18	 どちら	の	動物	が	大きい	ですか。
どちら	の	どうぶつ	が	おおきい	ですか。
dochira	no	doubutsu	ga	ookii	desuka.
こちら	の	動物	が	大きい	です。
こちら	の	どうぶつ	が	おおきい	です。
kochira	no	doubutsu	ga	ookii	desu.
どちら	の	動物	が	小さい	ですか。
どちら	の	どうぶつ	が	ちいさい	ですか。
dochira	no	doubutsu	ga	chiisai	desuka.
こちら	の	動物	が	小さい	です。
こちら	の	どうぶつ	が	ちいさい	です。
kochira	no	doubutsu	ga	chiisai	desu.
どちら	の	果物	が	赤い	ですか。
どちら	の	くだもの	が	あかい	ですか。
dochira	no	kudamono	ga	akai	desuka.
こちら	の	果物	が	赤い	です。
こちら	の	くだもの	が	あかい	です。
kochira	no	kudamono	ga	akai	desu.
どの	果物	が	緑	ですか。
どの	くだもの	が	みどり	ですか。
dono	kudamono	ga	midori	desuka.
この	果物	が	緑	です。
この	くだもの	が	みどり	です。
kono	kudamono	ga	midori	desu.

19	 どちら	の	おもちゃ	が	大きい	ですか。
どちら	の	おもちゃ	が	おおきい	ですか。
dochira	no	omocha	ga	ookii	desuka.
青い	おもちゃ	が	大きい	です。
あおい	おもちゃ	が	おおきい	です。
aoi	omocha	ga	ookii	desu.
どちら	の	おもちゃ	が	小さい	ですか。
どちら	の	おもちゃ	が	ちいさい	ですか。
dochira	no	omocha	ga	chiisai	desuka.
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黄色	の	おもちゃ	が	小さい	です。
きいろ	の	おもちゃ	が	ちいさい	です。
kiiro	no	omocha	ga	chiisai	desu.
どちら	の	シャツ	が	茶色	ですか。
どちら	の	シャツ	が	ちゃいろ	ですか。
dochira	no	shatsu	ga	chairo	desuka.
大きい	シャツ	が	茶色	です。
おおきい	シャツ	が	ちゃいろ	です。
ookii	shatsu	ga	chairo	desu.
どちら	の	シャツ	が	ピンク	ですか。
どちら	の	シャツ	が	ピンク	ですか。
dochira	no	shatsu	ga	pinku	desuka.
小さい	シャツ	が	ピンク	です。
ちいさい	シャツ	が	ピンク	です。
chiisai	shatsu	ga	pinku	desu.

20	 誰	が	青い	Tシャツ	を	着て	いますか。
だれ	が	あおい	Tシャツ	を	きて	いますか。
dare	ga	aoi	Tshatsu	o	kite	imasuka.
どの	Tシャツ	が	赤い	ですか。
どの	Tシャツ	が	あかい	ですか。
dono	Tshatsu	ga	akai	desuka.
誰	が	ゴルフ	を	して	いますか。
だれ	が	ゴルフ	を	して	いますか。
dare	ga	gorufu	o	shite	imasuka.
どの	ボール	が	白い	ですか。
どの	ボール	が	しろい	ですか。
dono	booru	ga	shiroi	desuka.
誰	が	サングラス	を	かけて	いますか。
だれ	が	サングラス	を	かけて	いますか。
dare	ga	sangurasu	o	kakete	imasuka.
どの	サングラス	が	ピンク	ですか。
どの	サングラス	が	ピンク	ですか。
dono	sangurasu	ga	pinku	desuka.

21	 私	は	サッカー	より	テニス	の	方	が	好き	です。
わたし	は	サッカー	より	テニス	の	ほう	が	すき	
です。
watashi	wa	sakkaa	yori	tenisu	no	hou	ga	suki	
desu.

私	は	オレンジ	より	りんご	の	方	が	好き	です。
わたし	は	オレンジ	より	りんご	の	ほう	が	すき	
です。
watashi	wa	orenji	yori	ringo	no	hou	ga	suki	
desu.
私	は	ジュース	より	牛乳	の	方	が	好き	です。
わたし	は	ジュース	より	ぎゅうにゅう	の	ほう	が	
すき	です。
watashi	wa	juusu	yori	gyuunyuu	no	hou	ga	suki	
desu.
私	は	コーヒー	より	お茶	の	方	が	好き	です。
わたし	は	コーヒー	より	おちゃ	の	ほう	が	すき	
です。
watashi	wa	koohii	yori	ocha	no	hou	ga	suki	
desu.

22	 どちら	の	くつ	が	好き	ですか。
どちら	の	くつ	が	すき	ですか。
dochira	no	kutsu	ga	suki	desuka.
私	は	緑	の	くつ	より	青い	くつ	の	方	が	好き	です。
わたし	は	みどり	の	くつ	より	あおい	くつ	の	ほう	
が	すき	です。
watashi	wa	midori	no	kutsu	yori	aoi	kutsu	no	
hou	ga	suki	desu.
どちら	の	シャツ	が	好き	ですか。
どちら	の	シャツ	が	すき	ですか。
dochira	no	shatsu	ga	suki	desuka.
私	は	青い	シャツ	より	黒い	シャツ	の	方	が	好き	
です。
わたし	は	あおい	シャツ	より	くろい	シャツ	の	ほ
う	が	すき	です。
watashi	wa	aoi	shatsu	yori	kuroi	shatsu	no	hou	
ga	suki	desu.

23	 どちら	の	自転車	が	好き	ですか。
どちら	の	じてんしゃ	が	すき	ですか。
dochira	no	jitensha	ga	suki	desuka.
私	は	ピンク	の	自転車	より	緑	の	自転車	の	方	が	好
き	です。
わたし	は	ピンク	の	じてんしゃ	より	みどり	の	じ
てんしゃ	の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa	pinku	no	jitensha	yori	midori	no	
jitensha	no	hou	ga	suki	desu.
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どちら	の	ワンピース	が	好き	ですか。
どちら	の	ワンピース	が	すき	ですか。
dochira	no	wanpiisu	ga	suki	desuka.
私	は	白い	ワンピース	より	赤い	ワンピース	の	方	
が	好き	です。
わたし	は	しろい	ワンピース	より	あかい	ワンピ
ース	の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa	shiroi	wanpiisu	yori	akai	wanpiisu	
no	hou	ga	suki	desu.

24	 どちら	の	家	が	好き	ですか。
どちら	の	いえ	が	すき	ですか。
dochira	no	ie	ga	suki	desuka.
私	は	古い	家	より	新しい	家	の	方	が	好き	です。
わたし	は	ふるい	いえ	より	あたらしい	いえ	の	ほ
う	が	すき	です。
watashi	wa	furui	ie	yori	atarashii	ie	no	hou	ga	
suki	desu.
どちら	の	車	が	好き	ですか。
どちら	の	くるま	が	すき	ですか。
dochira	no	kuruma	ga	suki	desuka.
私	は	新しい	車	より	古い	車	の	方	が	好き	です。
わたし	は	あたらしい	くるま	より	ふるい	くるま	
の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa	atarashii	kuruma	yori	furui	kuruma	
no	hou	ga	suki	desu.

25	 五	ドル
ご	ドル
go	doru
十	ユーロ
じゅう	ユーロ
juu	yuuro
十五	ポンド
じゅうご	ポンド
juugo	pondo
円
えん
en

26	 一	円
いち	えん
ichi	en

五	円
ご	えん
go	en
十	円
じゅう	えん
juu	en

27	 シャツ	は	十二	ポンド	です。
シャツ	は	じゅうに	ポンド	です。
shatsu	wa	juuni	pondo	desu.
本	は	十五	ドル	です。
ほん	は	じゅうご	ドル	です。
hon	wa	juugo	doru	desu.
サングラス	は	二十	ユーロ	です。
サングラス	は	にじゅう	ユーロ	です。
sangurasu	wa	nijuu	yuuro	desu.

28	 にんじん	は	いくら	ですか。
にんじん	は	いくら	ですか。
ninjin	wa	ikura	desuka.
にんじん	は	三	ドル	です。
にんじん	は	さん	ドル	です。
ninjin	wa	san	doru	desu.
お茶	は	いくら	ですか。
おちゃ	は	いくら	ですか。
ocha	wa	ikura	desuka.
お茶	は	二	ユーロ	です。
おちゃ	は	に	ユーロ	です。
ocha	wa	ni	yuuro	desu.
映画	の	チケット	は	いくら	ですか。
えいが	の	チケット	は	いくら	ですか。
eiga	no	chiketto	wa	ikura	desuka.
映画	の	チケット	は	九	ポンド	です。
えいが	の	チケット	は	きゅう	ポンド	です。
eiga	no	chiketto	wa	kyuu	pondo	desu.

29	 コンサート	の	チケット	は	いくら	ですか。
コンサート	の	チケット	は	いくら	ですか。
konsaato	no	chiketto	wa	ikura	desuka.
四十	ユーロ	です。
よんじゅう	ユーロ	です。
yonjuu	yuuro	desu.
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サンドイッチ	は	いくら	ですか。
サンドイッチ	は	いくら	ですか。
sandoicchi	wa	ikura	desuka.
三	ポンド	です。
さん	ポンド	です。
san	pondo	desu.
オレンジ	ジュース	は	いくら	ですか。
オレンジ	ジュース	は	いくら	ですか。
orenji	juusu	wa	ikura	desuka.
一	ドル	です。
いち	ドル	です。
ichi	doru	desu.

30	 テレビ	は	サングラス	より	高い	です。
テレビ	は	サングラス	より	たかい	です。
terebi	wa	sangurasu	yori	takai	desu.
帽子	は	コート	より	安い	です。
ぼうし	は	コート	より	やすい	です。
boushi	wa	kooto	yori	yasui	desu.
コンサート	の	チケット	は	映画	の	チケット	より	
高い	です。
コンサート	の	チケット	は	えいが	の	チケット	よ
り	たかい	です。
konsaato	no	chiketto	wa	eiga	no	chiketto	yori	
takai	desu.
新聞	は	本	より	安い	です。
しんぶん	は	ほん	より	やすい	です。
shinbun	wa	hon	yori	yasui	desu.

31	 青い	ズボン	は	緑	の	ズボン	より	高い	です。
あおい	ズボン	は	みどり	の	ズボン	より	たかい	
です。
aoi	zubon	wa	midori	no	zubon	yori	takai	desu.
紫	の	自転車	は	黄色	の	自転車	より	安い	です。
むらさき	の	じてんしゃ	は	きいろ	の	じてんしゃ	
より	やすい	です。
murasaki	no	jitensha	wa	kiiro	no	jitensha	yori	
yasui	desu.
黒い	電話	は	白い	電話	より	高い	です。
くろい	でんわ	は	しろい	でんわ	より	たかい		
です。
kuroi	denwa	wa	shiroi	denwa	yori	takai	desu.

黒い	サングラス	は	赤い	サングラス	より	安い	
です。
くろい	サングラス	は	あかい	サングラス	より	や
すい	です。
kuroi	sangurasu	wa	akai	sangurasu	yori	yasui	
desu.

32	 どちら	の	スカート	が	好き	ですか。
どちら	の	スカート	が	すき	ですか。
dochira	no	sukaato	ga	suki	desuka.
私	は	白い	スカート	より	青い	スカート	の	方	が	好
き	です。
わたし	は	しろい	スカート	より	あおい	スカート	
の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa	shiroi	sukaato	yori	aoi	sukaato	no	
hou	ga	suki	desu.
青い	シャツ	は	いくら	ですか。
あおい	シャツ	は	いくら	ですか。
aoi	shatsu	wa	ikura	desuka.
七	ユーロ	です。
なな	ユーロ	です。
nana	yuuro	desu.

33	 どちら	の	セーター	が	好き	ですか。
どちら	の	セーター	が	すき	ですか。
dochira	no	seetaa	ga	suki	desuka.
私	は	紫	の	セーター	より	灰色	の	セーター	の	方	が	
好き	です。
わたし	は	むらさき	の	セーター	より	はいいろ	の	
セーター	の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa	murasaki	no	seetaa	yori	haiiro	no	
seetaa	no	hou	ga	suki	desu.
灰色	の	セーター	は	いくら	ですか。
はいいろ	の	セーター	は	いくら	ですか。
haiiro	no	seetaa	wa	ikura	desuka.
二十九	ドル	です。
にじゅうきゅう	ドル	です。
nijuukyuu	doru	desu.



104

4.2 次のページへ

34	 何	を	する	の	が	好き	ですか。
なに	を	する	の	が	すき	ですか。
nani	o	suru	no	ga	suki	desuka.
私	は	サッカー	を	する	の	が	好き	です。
わたし	は	サッカー	を	する	の	が	すき	です。
watashi	wa	sakkaa	o	suru	no	ga	suki	desu.
どちら	の	くつ	が	好き	ですか。
どちら	の	くつ	が	すき	ですか。
dochira	no	kutsu	ga	suki	desuka.
私	は	黒い	くつ	の	方	が	好き	です。
わたし	は	くろい	くつ	の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa	kuroi	kutsu	no	hou	ga	suki	desu.
いくら	ですか。
いくら	ですか。
ikura	desuka.
六十	ユーロ	です。
ろくじゅう	ユーロ	です。
rokujuu	yuuro	desu.

4.3 コア	レッスン

01	 金属
きんぞく
kinzoku
金属
きんぞく
kinzoku
金属
きんぞく
kinzoku
木
き
ki
木
き
ki
紙
かみ
kami

02	 プラスチック
プラスチック
purasuchikku
プラスチック
プラスチック
purasuchikku
プラスチック
プラスチック
purasuchikku
紙
かみ
kami
紙
かみ
kami
木
き
ki
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03	 木
き
ki
紙
かみ
kami
金属
きんぞく
kinzoku
プラスチック
プラスチック
purasuchikku

04	 テーブル	は	木	で	出来て	います。
テーブル	は	き	で	できて	います。
teeburu	wa	ki	de	dekite	imasu.
椅子	は	プラスチック	で	出来て	います。
いす	は	プラスチック	で	できて	います。
isu	wa	purasuchikku	de	dekite	imasu.
チケット	は	紙	で	出来て	います。
チケット	は	かみ	で	できて	います。
chiketto	wa	kami	de	dekite	imasu.
はしご	は	金属	で	出来て	います。
はしご	は	きんぞく	で	できて	います。
hashigo	wa	kinzoku	de	dekite	imasu.

05	 木	の	ボウル
き	の	ボウル
ki	no	bouru
プラスチック	の	お皿
プラスチック	の	おさら
purasuchikku	no	osara
プラスチック	の	ボウル
プラスチック	の	ボウル
purasuchikku	no	bouru
木	の	お皿
き	の	おさら
ki	no	osara

06	 私	は	プラスチック	の	コップ	を	持って	います。
わたし	は	プラスチック	の	コップ	を	もって	い
ます。
watashi	wa	purasuchikku	no	koppu	o	motte	
imasu.
ぼく	は	紙	の	コップ	を	持って	います。
ぼく	は	かみ	の	コップ	を	もって	います。
boku	wa	kami	no	koppu	o	motte	imasu.
私	は	木	の	テーブル	を	持って	います。
わたし	は	き	の	テーブル	を	もって	います。
watashi	wa	ki	no	teeburu	o	motte	imasu.
私	は	金属	の	テーブル	を	持って	います。
わたし	は	きんぞく	の	テーブル	を	もって	い	
ます。
watashi	wa	kinzoku	no	teeburu	o	motte	imasu.

07	 これ	は	木	で	出来て	います。
これ	は	き	で	できて	います。
kore	wa	ki	de	dekite	imasu.
これ	は	プラスチック	で	出来て	います。
これ	は	プラスチック	で	できて	います。
kore	wa	purasuchikku	de	dekite	imasu.
これ	は	紙	で	出来て	います。
これ	は	かみ	で	できて	います。
kore	wa	kami	de	dekite	imasu.
これ	は	金属	で	出来て	います。
これ	は	きんぞく	で	できて	います。
kore	wa	kinzoku	de	dekite	imasu.

08	 コイン	は	金属	で	出来て	います。
コイン	は	きんぞく	で	できて	います。
koin	wa	kinzoku	de	dekite	imasu.
クレジットカード	は	プラスチック	で	出来て	い
ます。
クレジットカード	は	プラスチック	で	できて	い
ます。
kurejittokaado	wa	purasuchikku	de	dekite	
imasu.
小切手	は	紙	で	出来て	います。
こぎって	は	かみ	で	できて	います。
kogitte	wa	kami	de	dekite	imasu.
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09	 彼ら	は	コイン	で	払って	います。
かれら	は	コイン	で	はらって	います。
karera	wa	koin	de	haratte	imasu.
彼女	は	小切手	で	払って	います。
かのじょ	は	こぎって	で	はらって	います。
kanojo	wa	kogitte	de	haratte	imasu.
彼	は	クレジットカード	で	払って	います。
かれ	は	クレジットカード	で	はらって	います。
kare	wa	kurejittokaado	de	haratte	imasu.
私	は	現金	で	払って	います。
わたし	は	げんきん	で	はらって	います。
watashi	wa	genkin	de	haratte	imasu.

10	 小切手	で	払いますか。
こぎって	で	はらいますか。
kogitte	de	haraimasuka.
いいえ。	現金	で	払います。
いいえ。	げんきん	で	はらいます。
iie.	genkin	de	haraimasu.
クレジットカード	で	払いますか。
クレジットカード	で	はらいますか。
kurejittokaado	de	haraimasuka.
いいえ。	小切手	で	払います。
いいえ。	こぎって	で	はらいます。
iie.	kogitte	de	haraimasu.
現金	で	払いますか。
げんきん	で	はらいますか。
genkin	de	haraimasuka.
いいえ。	クレジットカード	で	払います。
いいえ。	クレジットカード	で	はらいます。
iie.	kurejittokaado	de	haraimasu.

11	 この	木	の	椅子	は	いくら	ですか。
この	き	の	いす	は	いくら	ですか。
kono	ki	no	isu	wa	ikura	desuka.
この	木	の	椅子	は	六十ポンド	です。
この	き	の	いす	は	ろくじゅっポンド	です。
kono	ki	no	isu	wa	rokujuppondo	desu.

この	プラスチック	の	椅子	は	いくら	ですか。
この	プラスチック	の	いす	は	いくら	ですか。
kono	purasuchikku	no	isu	wa	ikura	desuka.
この	プラスチック	の	椅子	は	四	ポンド	です。
この	プラスチック	の	いす	は	よん	ポンド	です。
kono	purasuchikku	no	isu	wa	yon	pondo	desu.

12	 木	の	椅子	は	高い	です。
き	の	いす	は	たかい	です。
ki	no	isu	wa	takai	desu.
プラスチック	の	椅子	は	安い	です。
プラスチック	の	いす	は	やすい	です。
purasuchikku	no	isu	wa	yasui	desu.
金属	の	ボウル	は	高い	です。
きんぞく	の	ボウル	は	たかい	です。
kinzoku	no	bouru	wa	takai	desu.
紙	の	ボウル	は	安い	です。
かみ	の	ボウル	は	やすい	です。
kami	no	bouru	wa	yasui	desu.

13	 この	サングラス	は	高い	です。
この	サングラス	は	たかい	です。
kono	sangurasu	wa	takai	desu.
この	サングラス	は	安い	です。
この	サングラス	は	やすい	です。
kono	sangurasu	wa	yasui	desu.
この	カメラ	は	高い	です。
この	カメラ	は	たかい	です。
kono	kamera	wa	takai	desu.
この	カメラ	は	安い	です。
この	カメラ	は	やすい	です。
kono	kamera	wa	yasui	desu.

14	 この	車	は	安い	です。
この	くるま	は	やすい	です。
kono	kuruma	wa	yasui	desu.
この	車	は	高い	です。
この	くるま	は	たかい	です。
kono	kuruma	wa	takai	desu.
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この	ワンピース	は	安い	です。
この	ワンピース	は	やすい	です。
kono	wanpiisu	wa	yasui	desu.
この	ワンピース	は	高い	です。
この	ワンピース	は	たかい	です。
kono	wanpiisu	wa	takai	desu.

15	 この	テレビ	は	重い	です。
この	テレビ	は	おもい	です。
kono	terebi	wa	omoi	desu.
この	テーブル	は	重い	です。
この	テーブル	は	おもい	です。
kono	teeburu	wa	omoi	desu.
この	コイン	は	軽い	です。
この	コイン	は	かるい	です。
kono	koin	wa	karui	desu.
この	シーツ	は	軽い	です。
この	シーツ	は	かるい	です。
kono	shiitsu	wa	karui	desu.

16	 この	椅子	は	軽い	です。
この	いす	は	かるい	です。
kono	isu	wa	karui	desu.
この	コンピュータ	は	軽い	です。
この	コンピュータ	は	かるい	です。
kono	konpyuuta	wa	karui	desu.
この	ベッド	は	重い	です。
この	ベッド	は	おもい	です。
kono	beddo	wa	omoi	desu.
この	テレビ	は	重い	です。
この	テレビ	は	おもい	です。
kono	terebi	wa	omoi	desu.

17	 速い	です。
はやい	です。
hayai	desu.
遅い	です。
おそい	です。
osoi	desu.

速い	です。
はやい	です。
hayai	desu.
遅い	です。
おそい	です。
osoi	desu.

18	 この	車	は	速い	です。
この	くるま	は	はやい	です。
kono	kuruma	wa	hayai	desu.
この	自転車	は	遅い	です。
この	じてんしゃ	は	おそい	です。
kono	jitensha	wa	osoi	desu.
茶色	の	馬	は	速い	です。
ちゃいろ	の	うま	は	はやい	です。
chairo	no	uma	wa	hayai	desu.

19	 これ	は	速い	です。
これ	は	はやい	です。
kore	wa	hayai	desu.
これ	は	軽い	です。
これ	は	かるい	です。
kore	wa	karui	desu.
これ	は	重い	です。
これ	は	おもい	です。
kore	wa	omoi	desu.
この	車	は	遅い	です。
この	くるま	は	おそい	です。
kono	kuruma	wa	osoi	desu.

20	 この	動物	は	速い	です。
この	どうぶつ	は	はやい	です。
kono	doubutsu	wa	hayai	desu.
この	動物	は	もっと	速い	です。
この	どうぶつ	は	もっと	はやい	です。
kono	doubutsu	wa	motto	hayai	desu.
この	車	は	遅い	です。
この	くるま	は	おそい	です。
kono	kuruma	wa	osoi	desu.
この	車	は	もっと	遅い	です。
この	くるま	は	もっと	おそい	です。
kono	kuruma	wa	motto	osoi	desu.
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21	 私	の	本	は	重い	です。
わたし	の	ほん	は	おもい	です。
watashi	no	hon	wa	omoi	desu.
彼	の	本	は	もっと	重い	です。
かれ	の	ほん	は	もっと	おもい	です。
kare	no	hon	wa	motto	omoi	desu.
プラスチック	の	ボウル	は	軽い	です。
プラスチック	の	ボウル	は	かるい	です。
purasuchikku	no	bouru	wa	karui	desu.
紙	の	ボウル	は	もっと	軽い	です。
かみ	の	ボウル	は	もっと	かるい	です。
kami	no	bouru	wa	motto	karui	desu.

22	 この	カメラ	は	小さい	です。
この	カメラ	は	ちいさい	です。
kono	kamera	wa	chiisai	desu.
この	カメラ	は	もっと	小さい	です。
この	カメラ	は	もっと	ちいさい	です。
kono	kamera	wa	motto	chiisai	desu.
この	カメラ	が	一番	小さい	です。
この	カメラ	が	いちばん	ちいさい	です。
kono	kamera	ga	ichiban	chiisai	desu.
この	家	は	大きい	です。
この	いえ	は	おおきい	です。
kono	ie	wa	ookii	desu.
この	家	は	もっと	大きい	です。
この	いえ	は	もっと	おおきい	です。
kono	ie	wa	motto	ookii	desu.
この	家	が	一番	大きい	です。
この	いえ	が	いちばん	おおきい	です。
kono	ie	ga	ichiban	ookii	desu.

23	 この	年	を	とった	男	の	人	の	髪	は	白髪	です。
この	とし	を	とった	おとこ	の	ひと	の	かみ	は	しら
が	です。
kono	toshi	o	totta	otoko	no	hito	no	kami	wa	
shiraga	desu.
この	年	を	とった	女	の	人	の	髪	は	白髪	です。
この	とし	を	とった	おんな	の	ひと	の	かみ	は	しら
が	です。
kono	toshi	o	totta	onna	no	hito	no	kami	wa	
shiraga	desu.

この	若い	女	の	人	の	髪	は	黒い	です。
この	わかい	おんな	の	ひと	の	かみ	は	くろい		
です。
kono	wakai	onna	no	hito	no	kami	wa	kuroi	
desu.
この	若い	男	の	人	の	髪	は	青い	です。
この	わかい	おとこ	の	ひと	の	かみ	は	あおい		
です。
kono	wakai	otoko	no	hito	no	kami	wa	aoi	desu.

24	 この	年	を	とった	男	の	人	は	先生	です。
この	とし	を	とった	おとこ	の	ひと	は	せんせい	
です。
kono	toshi	o	totta	otoko	no	hito	wa	sensei	
desu.
この	年	を	とった	女	の	人	は	医者	です。
この	とし	を	とった	おんな	の	ひと	は	いしゃ		
です。
kono	toshi	o	totta	onna	no	hito	wa	isha	desu.
この	若い	女	の	人	は	先生	です。
この	わかい	おんな	の	ひと	は	せんせい	です。
kono	wakai	onna	no	hito	wa	sensei	desu.
この	若い	男	の	人	は	医者	です。
この	わかい	おとこ	の	ひと	は	いしゃ	です。
kono	wakai	otoko	no	hito	wa	isha	desu.

25	 私	の	おじいさん	は	年	を	とって	います。
わたし	の	おじいさん	は	とし	を	とって	います。
watashi	no	ojiisan	wa	toshi	o	totte	imasu.
私	の	娘	は	幼い	です。
わたし	の	むすめ	は	おさない	です。
watashi	no	musume	wa	osanai	desu.
ぼく	の	お医者さん	は	年	を	とって	います。
ぼく	の	おいしゃさん	は	とし	を	とって	います。
boku	no	oishasan	wa	toshi	o	totte	imasu.
私	の	お医者さん	は	若い	です。
わたし	の	おいしゃさん	は	わかい	です。
watashi	no	oishasan	wa	wakai	desu.
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26	 私	の	娘	は	幼い	です。
わたし	の	むすめ	は	おさない	です。
watashi	no	musume	wa	osanai	desu.
私	の	娘	は	もっと	幼い	です。
わたし	の	むすめ	は	もっと	おさない	です。
watashi	no	musume	wa	motto	osanai	desu.
私	の	娘	が	一番	幼い	です。
わたし	の	むすめ	が	いちばん	おさない	です。
watashi	no	musume	ga	ichiban	osanai	desu.
ぼく	の	お父さん	は	年	を	とって	います。
ぼく	の	おとうさん	は	とし	を	とって	います。
boku	no	otousan	wa	toshi	o	totte	imasu.
ぼく	の	お父さん	は	もっと	年	を	とって	います。
ぼく	の	おとうさん	は	もっと	とし	を	とって	い
ます。
boku	no	otousan	wa	motto	toshi	o	totte	imasu.
ぼく	の	お父さん	が	一番	年	を	とって	います。
ぼく	の	おとうさん	が	いちばん	とし	を	とって	い
ます。
boku	no	otousan	ga	ichiban	toshi	o	totte	
imasu.

27	 私	の	家	は	大きい	です。
わたし	の	いえ	は	おおきい	です。
watashi	no	ie	wa	ookii	desu.
私	の	家	は	あなた	の	家	より	大きい	です。
わたし	の	いえ	は	あなた	の	いえ	より	おおきい	
です。
watashi	no	ie	wa	anata	no	ie	yori	ookii	desu.
私	の	コンピュータ	は	小さい	です。
わたし	の	コンピュータ	は	ちいさい	です。
watashi	no	konpyuuta	wa	chiisai	desu.
私	の	コンピュータ	は	あなた	の	コンピュータ	よ
り	小さい	です。
わたし	の	コンピュータ	は	あなた	の	コンピュー
タ	より	ちいさい	です。
watashi	no	konpyuuta	wa	anata	no	konpyuuta	
yori	chiisai	desu.

28	 この	カメラ	は	高い	です。
この	カメラ	は	たかい	です。
kono	kamera	wa	takai	desu.
この	テレビ	は	もっと	高い	です。
この	テレビ	は	もっと	たかい	です。
kono	terebi	wa	motto	takai	desu.
この	コンピュータ	が	一番	高い	です。
この	コンピュータ	が	いちばん	たかい	です。
kono	konpyuuta	ga	ichiban	takai	desu.

29	 男	の	人	は	ケーキ	を	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	ケーキ	を	たべて	います。
otoko	no	hito	wa	keeki	o	tabete	imasu.
女	の	人	は	もっと	大きい	ケーキ	を	食べて	い	
ます。
おんな	の	ひと	は	もっと	おおきい	ケーキ	を	たべ
て	います。
onna	no	hito	wa	motto	ookii	keeki	o	tabete	
imasu.
女の子	が	一番	大きい	ケーキ	を	食べて	います。
おんなのこ	が	いちばん	おおきい	ケーキ	を	たべ
て	います。
onnanoko	ga	ichiban	ookii	keeki	o	tabete	
imasu.

30	 彼	は	りんご	を	持って	います。
かれ	は	りんご	を	もって	います。
kare	wa	ringo	o	motte	imasu.
彼	は	もっと	たくさん	の	りんご	を	持って	い	
ます。
かれ	は	もっと	たくさん	の	りんご	を	もって	い
ます。
kare	wa	motto	takusan	no	ringo	o	motte	
imasu.
彼	が	一番	たくさん	の	りんご	を	持って	います。
かれ	が	いちばん	たくさん	の	りんご	を	もって	い
ます。
kare	ga	ichiban	takusan	no	ringo	o	motte	
imasu.
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31	 彼女	は	本	を	持って	います。
かのじょ	は	ほん	を	もって	います。
kanojo	wa	hon	o	motte	imasu.
彼女	は	もっと	たくさん	の	本	を	持って	います。
かのじょ	は	もっと	たくさん	の	ほん	を	もって	い
ます。
kanojo	wa	motto	takusan	no	hon	o	motte	
imasu.
彼女	が	一番	たくさん	の	本	を	持って	います。
かのじょ	が	いちばん	たくさん	の	ほん	を	もって	
います。
kanojo	ga	ichiban	takusan	no	hon	o	motte	
imasu.
彼	は	ペン	を	持って	います。
かれ	は	ペン	を	もって	います。
kare	wa	pen	o	motte	imasu.
彼	は	もっと	たくさん	の	ペン	を	持って	います。
かれ	は	もっと	たくさん	の	ペン	を	もって	い	
ます。
kare	wa	motto	takusan	no	pen	o	motte	imasu.
彼	が	一番	たくさん	の	ペン	を	持って	います。
かれ	が	いちばん	たくさん	の	ペン	を	もって	い
ます。
kare	ga	ichiban	takusan	no	pen	o	motte	imasu.

32	 お皿	は	ありますか。
おさら	は	ありますか。
osara	wa	arimasuka.
金属	と	紙	と	木	の	お皿	が	あります。	どの	お皿	が	
いりますか。
きんぞく	と	かみ	と	き	の	おさら	が	あります。	ど
の	おさら	が	いりますか。
kinzoku	to	kami	to	ki	no	osara	ga	arimasu.	
dono	osara	ga	irimasuka.
私	の	家族	は	今日	公園	で	昼ご飯	を	食べます	か
ら、	軽い	お皿	が	いります。
わたし	の	かぞく	は	きょう	こうえん	で	ひるご
はん	を	たべます	から、	かるい	おさら	が	いり
ます。
watashi	no	kazoku	wa	kyou	kouen	de	
hirugohan	o	tabemasu	kara,	karui	osara	ga	
irimasu.

木	の	お皿	は	金属	の	お皿	より	軽い	です	が、	紙	の	
お皿	が	一番	軽い	です。
き	の	おさら	は	きんぞく	の	おさら	より	かるい	で
す	が、	かみ	の	おさら	が	いちばん	かるい		
です。
ki	no	osara	wa	kinzoku	no	osara	yori	karui	desu	
ga,	kami	no	osara	ga	ichiban	karui	desu.

33	 紙	の	お皿	は	十枚	で	いくら	ですか。
かみ	の	おさら	は	じゅうまい	で	いくら	ですか。
kami	no	osara	wa	juumai	de	ikura	desuka.
紙	の	お皿	は	十枚	で	一	ドル	です。	何枚	いりま
すか。
かみ	の	おさら	は	じゅうまい	で	いち	ドル	です。	
なんまい	いりますか。
kami	no	osara	wa	juumai	de	ichi	doru	desu.	
nanmai	irimasuka.
十枚	ほしい	です。
じゅうまい	ほしい	です。
juumai	hoshii	desu.
現金	で	払いますか。
げんきん	で	はらいますか。
genkin	de	haraimasuka.
いいえ。	クレジットカード	で	払います。
いいえ。	クレジットカード	で	はらいます。
iie.	kurejittokaado	de	haraimasu.
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01	 彼	は	お金	を	持って	います。
かれ	は	おかね	を	もって	います。
kare	wa	okane	o	motte	imasu.
彼女	の	お金	は	もっと	少ない	です。
かのじょ	の	おかね	は	もっと	すくない	です。
kanojo	no	okane	wa	motto	sukunai	desu.
彼女	は	パン	を	持って	います。
かのじょ	は	パン	を	もって	います。
kanojo	wa	pan	o	motte	imasu.
彼	の	パン	は	もっと	小さい	です。
かれ	の	パン	は	もっと	ちいさい	です。
kare	no	pan	wa	motto	chiisai	desu.

02	 男	の	人	は	ご飯	を	持って	います。
おとこ	の	ひと	は	ごはん	を	もって	います。
otoko	no	hito	wa	gohan	o	motte	imasu.
女の子	の	ご飯	は	もっと	少ない	です。
おんなのこ	の	ごはん	は	もっと	すくない	です。
onnanoko	no	gohan	wa	motto	sukunai	desu.
女	の	人	の	ご飯	が	一番	少ない	です。
おんな	の	ひと	の	ごはん	が	いちばん	すくない	
です。
onna	no	hito	no	gohan	ga	ichiban	sukunai	desu.
女の子	は	ケーキ	を	持って	います。
おんなのこ	は	ケーキ	を	もって	います。
onnanoko	wa	keeki	o	motte	imasu.
女	の	人	の	ケーキ	は	もっと	小さい	です。
おんな	の	ひと	の	ケーキ	は	もっと	ちいさい		
です。
onna	no	hito	no	keeki	wa	motto	chiisai	desu.
男	の	人	の	ケーキ	が	一番	小さい	です。
おとこ	の	ひと	の	ケーキ	が	いちばん	ちいさい	
です。
otoko	no	hito	no	keeki	ga	ichiban	chiisai	desu.

03	 女	の	人	は	果物	を	持って	います。
おんな	の	ひと	は	くだもの	を	もって	います。
onna	no	hito	wa	kudamono	o	motte	imasu.
男の子	が	一番	たくさん	の	果物	を	持って	い	
ます。
おとこのこ	が	いちばん	たくさん	の	くだもの	を	
もって	います。
otokonoko	ga	ichiban	takusan	no	kudamono	o	
motte	imasu.

女の子	は	男	の	人	ほど	たくさん	の	果物	を	持って	
いません。
おんなのこ	は	おとこ	の	ひと	ほど	たくさん	の	く
だもの	を	もって	いません。
onnanoko	wa	otoko	no	hito	hodo	takusan	no	
kudamono	o	motte	imasen.
女の子	は	男の子	より	たくさん	の	果物	を	持って	
います。
おんなのこ	は	おとこのこ	より	たくさん	の	くだ
もの	を	もって	います。
onnanoko	wa	otokonoko	yori	takusan	no	
kudamono	o	motte	imasu.

04	 同じ	ペン	です。
おなじ	ペン	です。
onaji	pen	desu.
違う	カップ	です。
ちがう	カップ	です。
chigau	kappu	desu.
違う	椅子	です。
ちがう	いす	です。
chigau	isu	desu.
同じ	おもちゃ	です。
おなじ	おもちゃ	です。
onaji	omocha	desu.

05	 同じ	ネクタイ	です。
おなじ	ネクタイ	です。
onaji	nekutai	desu.
違う	ネクタイ	です。
ちがう	ネクタイ	です。
chigau	nekutai	desu.
同じ	コイン	です。
おなじ	コイン	です。
onaji	koin	desu.
違う	コイン	です。
ちがう	コイン	です。
chigau	koin	desu.

06	 同じ	大きさ	の	カップ	です。
おなじ	おおきさ	の	カップ	です。
onaji	ookisa	no	kappu	desu.
違う	大きさ	の	カップ	です。
ちがう	おおきさ	の	カップ	です。
chigau	ookisa	no	kappu	desu.
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同じ	大きさ	の	帽子	です。
おなじ	おおきさ	の	ぼうし	です。
onaji	ookisa	no	boushi	desu.
違う	大きさ	の	帽子	です。
ちがう	おおきさ	の	ぼうし	です。
chigau	ookisa	no	boushi	desu.

07	 同じ	色	の	帽子	です。
おなじ	いろ	の	ぼうし	です。
onaji	iro	no	boushi	desu.
違う	色	の	帽子	です。
ちがう	いろ	の	ぼうし	です。
chigau	iro	no	boushi	desu.
同じ	色	の	カップ	です。
おなじ	いろ	の	カップ	です。
onaji	iro	no	kappu	desu.
違う	色	の	カップ	です。
ちがう	いろ	の	カップ	です。
chigau	iro	no	kappu	desu.

08	 同じ	大きさ	の	携帯電話	です	が、	違う	色	です。
おなじ	おおきさ	の	けいたいでんわ	です	が、	ち
がう	いろ	です。
onaji	ookisa	no	keitaidenwa	desu	ga,	chigau	iro	
desu.
同じ	色	の	電話	です	が、	違う	大きさ	です。
おなじ	いろ	の	でんわ	です	が、	ちがう	おおきさ	
です。
onaji	iro	no	denwa	desu	ga,	chigau	ookisa	
desu.
同じ	大きさ	の	タオル	です	が、	違う	色	です。
おなじ	おおきさ	の	タオル	です	が、	ちがう	いろ	
です。
onaji	ookisa	no	taoru	desu	ga,	chigau	iro	desu.
同じ	色	の	タオル	です	が、	違う	大きさ	です。
おなじ	いろ	の	タオル	です	が、	ちがう	おおきさ	
です。
onaji	iro	no	taoru	desu	ga,	chigau	ookisa	desu.

09	 この	椅子	は	小さすぎます。
この	いす	は	ちいさすぎます。
kono	isu	wa	chiisasugimasu.
この	自転車	は	高すぎます。
この	じてんしゃ	は	たかすぎます。
kono	jitensha	wa	takasugimasu.

あなた	は	大きすぎます。
あなた	は	おおきすぎます。
anata	wa	ookisugimasu.
ぼく	は	小さすぎます。
ぼく	は	ちいさすぎます。
boku	wa	chiisasugimasu.

10	 この	サングラス	は	大きすぎます。
この	サングラス	は	おおきすぎます。
kono	sangurasu	wa	ookisugimasu.
この	コート	は	小さすぎます。
この	コート	は	ちいさすぎます。
kono	kooto	wa	chiisasugimasu.
この	くつ	は	ちょうど	いい	です。
この	くつ	は	ちょうど	いい	です。
kono	kutsu	wa	choudo	ii	desu.

11	 この	ジーンズ	は	大きすぎます。
この	ジーンズ	は	おおきすぎます。
kono	jiinzu	wa	ookisugimasu.
この	ジーンズ	は	小さすぎます。
この	ジーンズ	は	ちいさすぎます。
kono	jiinzu	wa	chiisasugimasu.
この	ジーンズ	は	ちょうど	いい	です。
この	ジーンズ	は	ちょうど	いい	です。
kono	jiinzu	wa	choudo	ii	desu.

12	 この	くつ	は	大きすぎます。
この	くつ	は	おおきすぎます。
kono	kutsu	wa	ookisugimasu.
この	くつ	は	小さすぎます。
この	くつ	は	ちいさすぎます。
kono	kutsu	wa	chiisasugimasu.
この	くつ	は	ちょうど	いい	です。
この	くつ	は	ちょうど	いい	です。
kono	kutsu	wa	choudo	ii	desu.

13	 その	ワンピース	は	ちょうど	いい	ですか。
その	ワンピース	は	ちょうど	いい	ですか。
sono	wanpiisu	wa	choudo	ii	desuka.
はい。	ちょうど	いい	です。
はい。	ちょうど	いい	です。
hai.	choudo	ii	desu.
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その	シャツ	は	ちょうど	いい	ですか。
その	シャツ	は	ちょうど	いい	ですか。
sono	shatsu	wa	choudo	ii	desuka.
いいえ。	大きすぎます。
いいえ。	おおきすぎます。
iie.	ookisugimasu.

14	 その	ワンピース	は	ちょうど	いい	ですか。
その	ワンピース	は	ちょうど	いい	ですか。
sono	wanpiisu	wa	choudo	ii	desuka.
はい。	ちょうど	いい	です。
はい。	ちょうど	いい	です。
hai.	choudo	ii	desu.
その	めがね	は	ちょうど	いい	ですか。
その	めがね	は	ちょうど	いい	ですか。
sono	megane	wa	choudo	ii	desuka.
いいえ。	小さすぎます。
いいえ。	ちいさすぎます。
iie.	chiisasugimasu.
その	帽子	は	ちょうど	いい	ですか。
その	ぼうし	は	ちょうど	いい	ですか。
sono	boushi	wa	choudo	ii	desuka.
いいえ。	大きすぎます。
いいえ。	おおきすぎます。
iie.	ookisugimasu.

15	 私	の	帽子	は	大きすぎます。
わたし	の	ぼうし	は	おおきすぎます。
watashi	no	boushi	wa	ookisugimasu.
私	の	めがね	は	小さすぎます。
わたし	の	めがね	は	ちいさすぎます。
watashi	no	megane	wa	chiisasugimasu.
私	の	めがね	は	大きすぎます。
わたし	の	めがね	は	おおきすぎます。
watashi	no	megane	wa	ookisugimasu.
私	の	帽子	は	小さすぎます。
わたし	の	ぼうし	は	ちいさすぎます。
watashi	no	boushi	wa	chiisasugimasu.

16	 この	Tシャツ	が	ほしい	ですか。
この	Tシャツ	が	ほしい	ですか。
kono	Tshatsu	ga	hoshii	desuka.

いいえ、	ほしく	ありません。
いいえ、	ほしく	ありません。
iie,	hoshiku	arimasen.
どうして	ですか。
どうして	ですか。
doushite	desuka.
大きすぎます	から。
おおきすぎます	から。
ookisugimasu	kara.

17	 その	コート	は	ちょうど	いい	ですか。
その	コート	は	ちょうど	いい	ですか。
sono	kooto	wa	choudo	ii	desuka.
いいえ。	小さすぎます。
いいえ。	ちいさすぎます。
iie.	chiisasugimasu.
この	コート	は	もっと	大きい	です。
この	コート	は	もっと	おおきい	です。
kono	kooto	wa	motto	ookii	desu.

18	 何個か	の	ボール	は	黄色	です。
なんこか	の	ボール	は	きいろ	です。
nankoka	no	booru	wa	kiiro	desu.
ボール	は	すべて	黄色	では	ありません。
ボール	は	すべて	きいろ	では	ありません。
booru	wa	subete	kiiro	dewa	arimasen.
ボール	は	すべて	黄色	です。
ボール	は	すべて	きいろ	です。
booru	wa	subete	kiiro	desu.

19	 何枚か	の	お皿	は	プラスチック	です。
なんまいか	の	おさら	は	プラスチック	です。
nanmaika	no	osara	wa	purasuchikku	desu.
カップ	は	すべて	プラスチック	では	ありま	
せん。
カップ	は	すべて	プラスチック	では	ありま	
せん。
kappu	wa	subete	purasuchikku	dewa	arimasen.
おもちゃ	は	すべて	金属	です。
おもちゃ	は	すべて	きんぞく	です。
omocha	wa	subete	kinzoku	desu.
おもちゃ	は	すべて	木	です。
おもちゃ	は	すべて	き	です。
omocha	wa	subete	ki	desu.
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20	 何人か	の	子供たち	は	座って	います。
なんにんか	の	こどもたち	は	すわって	います。
nanninka	no	kodomotachi	wa	suwatte	imasu.
子供たち	は	みんな	座って	います。
こどもたち	は	みんな	すわって	います。
kodomotachi	wa	minna	suwatte	imasu.
子供たち	は	みんな	座って	いません。
こどもたち	は	みんな	すわって	いません。
kodomotachi	wa	minna	suwatte	imasen.

21	 花	は	すべて	プラスチック	では	ありません。
はな	は	すべて	プラスチック	では	ありません。
hana	wa	subete	purasuchikku	dewa	arimasen.
何本か	の	花	は	プラスチック	です。
なんぼんか	の	はな	は	プラスチック	です。
nanbonka	no	hana	wa	purasuchikku	desu.
花	は	すべて	紙	です。
はな	は	すべて	かみ	です。
hana	wa	subete	kami	desu.
何本か	の	花	は	紙	です。
なんぼんか	の	はな	は	かみ	です。
nanbonka	no	hana	wa	kami	desu.

22	 同じ	色	の	コイン	です	が、	違う	大きさ	です。
おなじ	いろ	の	コイン	です	が、	ちがう	おおきさ	
です。
onaji	iro	no	koin	desu	ga,	chigau	ookisa	desu.
同じ	大きさ	の	コイン	です	が、	違う	色	です。
おなじ	おおきさ	の	コイン	です	が、	ちがう	いろ	
です。
onaji	ookisa	no	koin	desu	ga,	chigau	iro	desu.
私たち	の	シャツ	は	すべて	同じ	色	です	が、	すべ
て	違う	大きさ	です。
わたしたち	の	シャツ	は	すべて	おなじ	いろ	です	
が、	すべて	ちがう	おおきさ	です。
watashitachi	no	shatsu	wa	subete	onaji	iro	desu	
ga,	subete	chigau	ookisa	desu.
私たち	の	シャツ	は	すべて	同じ	大きさ	です	が、	
すべて	違う	色	です。
わたしたち	の	シャツ	は	すべて	おなじ	おおきさ	
です	が、	すべて	ちがう	いろ	です。
watashitachi	no	shatsu	wa	subete	onaji	ookisa	
desu	ga,	subete	chigau	iro	desu.

23	 どちら	の	ワンピース	が	好き	ですか。
どちら	の	ワンピース	が	すき	ですか。
dochira	no	wanpiisu	ga	suki	desuka.
私	は	青い	ワンピース	より	赤い	ワンピース	の	方	
が	好き	です。
わたし	は	あおい	ワンピース	より	あかい	ワンピ
ース	の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa	aoi	wanpiisu	yori	akai	wanpiisu	no	
hou	ga	suki	desu.
どの	ワンピース	が	一番	好き	ですか。
どの	ワンピース	が	いちばん	すき	ですか。
dono	wanpiisu	ga	ichiban	suki	desuka.
私	は	黒い	ワンピース	が	一番	好き	です。
わたし	は	くろい	ワンピース	が	いちばん	すき	
です。
watashi	wa	kuroi	wanpiisu	ga	ichiban	suki	desu.

24	 どの	猫	が	一番	好き	ですか。
どの	ねこ	が	いちばん	すき	ですか。
dono	neko	ga	ichiban	suki	desuka.
私	は	みんな	好き	です。
わたし	は	みんな	すき	です。
watashi	wa	minna	suki	desu.
どの	おもちゃ	が	好き	ですか。
どの	おもちゃ	が	すき	ですか。
dono	omocha	ga	suki	desuka.
ぼく	は	みんな	好き	です。
ぼく	は	みんな	すき	です。
boku	wa	minna	suki	desu.

25	 この	窓	は	開いて	います。
この	まど	は	あいて	います。
kono	mado	wa	aite	imasu.
この	ドア	は	閉まって	います。
この	ドア	は	しまって	います。
kono	doa	wa	shimatte	imasu.
この	本	は	開いて	います。
この	ほん	は	あいて	います。
kono	hon	wa	aite	imasu.
この	店	は	閉まって	います。
この	みせ	は	しまって	います。
kono	mise	wa	shimatte	imasu.
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26	 この	ドア	は	開いて	います。
この	ドア	は	あいて	います。
kono	doa	wa	aite	imasu.
この	ドア	は	閉まって	います。
この	ドア	は	しまって	います。
kono	doa	wa	shimatte	imasu.
この	窓	は	開いて	います。
この	まど	は	あいて	います。
kono	mado	wa	aite	imasu.
この	窓	は	閉まって	います。
この	まど	は	しまって	います。
kono	mado	wa	shimatte	imasu.

27	 宝石店	は	開いて	います。
ほうせきてん	は	あいて	います。
housekiten	wa	aite	imasu.
本屋	は	開いて	います。
ほんや	は	あいて	います。
honya	wa	aite	imasu.
薬屋	は	閉まって	います。
くすりや	は	しまって	います。
kusuriya	wa	shimatte	imasu.
おもちゃ屋	は	閉まって	います。
おもちゃや	は	しまって	います。
omochaya	wa	shimatte	imasu.

28	 この	スーパー	は	開いて	います。
この	スーパー	は	あいて	います。
kono	suupaa	wa	aite	imasu.
この	スーパー	は	閉まって	います。
この	スーパー	は	しまって	います。
kono	suupaa	wa	shimatte	imasu.
この	パン屋	は	開いて	います。
この	パンや	は	あいて	います。
kono	panya	wa	aite	imasu.
この	パン屋	は	閉まって	います。
この	パンや	は	しまって	います。
kono	panya	wa	shimatte	imasu.

29	 ケーキ	は	いかがですか。
ケーキ	は	いかがですか。
keeki	wa	ikagadesuka.

はい、	お願いします。
はい、	おねがいします。
hai,	onegaishimasu.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.

30	 すみません。	スーパー	は	開いて	いますか。
すみません。	スーパー	は	あいて	いますか。
sumimasen.	suupaa	wa	aite	imasuka.
はい。	開いて	います。
はい。	あいて	います。
hai.	aite	imasu.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.

31	 ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.

32	 今日	ぼく	は	四歳	です。	ぼく	は	ケーキ	が	ほしい	
です。
きょう	ぼく	は	よんさい	です。	ぼく	は	ケーキ	が	
ほしい	です。
kyou	boku	wa	yonsai	desu.	boku	wa	keeki	ga	
hoshii	desu.
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何色	の	ケーキ	が	ほしい	ですか。
なにいろ	の	ケーキ	が	ほしい	ですか。
naniiro	no	keeki	ga	hoshii	desuka.
ぼく	は	青い	ケーキ	が	ほしい	です。
ぼく	は	あおい	ケーキ	が	ほしい	です。
boku	wa	aoi	keeki	ga	hoshii	desu.
どの	大きさ	の	ケーキ	が	ほしい	ですか。
どの	おおきさ	の	ケーキ	が	ほしい	ですか。
dono	ookisa	no	keeki	ga	hoshii	desuka.
ぼく	は	一番	大きい	ケーキ	が	ほしい	です。
ぼく	は	いちばん	おおきい	ケーキ	が	ほしい		
です。
boku	wa	ichiban	ookii	keeki	ga	hoshii	desu.

33	 今日	私	の	息子	は	四歳	です。	私	は	ケーキ	が	いり
ます。
きょう	わたし	の	むすこ	は	よんさい	です。	わた
し	は	ケーキ	が	いります。
kyou	watashi	no	musuko	wa	yonsai	desu.	
watashi	wa	keeki	ga	irimasu.
何色	の	ケーキ	が	いりますか。
なにいろ	の	ケーキ	が	いりますか。
naniiro	no	keeki	ga	irimasuka.
私	は	青い	ケーキ	が	いります。
わたし	は	あおい	ケーキ	が	いります。
watashi	wa	aoi	keeki	ga	irimasu.
どの	大きさ	の	ケーキ	が	いりますか。
どの	おおきさ	の	ケーキ	が	いりますか。
dono	ookisa	no	keeki	ga	irimasuka.
私	は	一番	大きい	ケーキ	が	いります。
わたし	は	いちばん	おおきい	ケーキ	が	いり	
ます。
watashi	wa	ichiban	ookii	keeki	ga	irimasu.

34	 これ	が	一番	大きい	青い	ケーキ	です。
これ	が	いちばん	おおきい	あおい	ケーキ	です。
kore	ga	ichiban	ookii	aoi	keeki	desu.
いくら	ですか。
いくら	ですか。
ikura	desuka.
二十五	ドル	です。
にじゅうご	ドル	です。
nijuugo	doru	desu.

ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.
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01	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

02	 花	は	すべて	同じ	色	ですか。
はな	は	すべて	おなじ	いろ	ですか。
hana	wa	subete	onaji	iro	desuka.
いいえ。	すべて	同じ	色	では	ありません。
いいえ。	すべて	おなじ	いろ	では	ありません。
iie.	subete	onaji	iro	dewa	arimasen.

03	 何色	の	花	が	ほしい	ですか。
なにいろ	の	はな	が	ほしい	ですか。
naniiro	no	hana	ga	hoshii	desuka.
赤い	花	が	ほしい	です。
あかい	はな	が	ほしい	です。
akai	hana	ga	hoshii	desu.

04	 何本	ですか。
なんぼん	ですか。
nanbon	desuka.
三十五本	ほしい	です。
さんじゅうごほん	ほしい	です。
sanjuugohon	hoshii	desu.

05	 ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.

06	 おはよう	ございます。
おはよう	ございます。
ohayou	gozaimasu.
おはよう	ございます。
おはよう	ございます。
ohayou	gozaimasu.

07	 卵	を	売って	いますか。
たまご	を	うって	いますか。
tamago	o	utte	imasuka.

はい。	卵	を	売って	います。
はい。	たまご	を	うって	います。
hai.	tamago	o	utte	imasu.

08	 何個	いりますか。
なんこ	いりますか。
nanko	irimasuka.
四十八個	いります。
よんじゅうはちこ	いります。
yonjuuhachiko	irimasu.

09	 ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.

10	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

11	 この	椅子	は	いくら	ですか。
この	いす	は	いくら	ですか。
kono	isu	wa	ikura	desuka.
この	椅子	は	五十	ドル	です。
この	いす	は	ごじゅう	ドル	です。
kono	isu	wa	gojuu	doru	desu.

12	 何	で	払いますか。
なに	で	はらいますか。
nani	de	haraimasuka.
クレジットカード	で	払います。
クレジットカード	で	はらいます。
kurejittokaado	de	haraimasu.

13	 ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.
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14	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

15	 何色	の	スーツ	が	好き	ですか。
なにいろ	の	スーツ	が	すき	ですか。
naniiro	no	suutsu	ga	suki	desuka.
私	は	黒い	スーツ	が	好き	です。
わたし	は	くろい	スーツ	が	すき	です。
watashi	wa	kuroi	suutsu	ga	suki	desu.

16	 その	スーツ	は	大きすぎますか。
その	スーツ	は	おおきすぎますか。
sono	suutsu	wa	ookisugimasuka.
はい。	この	スーツ	は	大きすぎます。
はい。	この	スーツ	は	おおきすぎます。
hai.	kono	suutsu	wa	ookisugimasu.

17	 もっと	小さい	スーツ	は	ありますか。
もっと	ちいさい	スーツ	は	ありますか。
motto	chiisai	suutsu	wa	arimasuka.
はい。	あります。
はい。	あります。
hai.	arimasu.

18	 これ	は	ちょうど	いい	ですか。
これ	は	ちょうど	いい	ですか。
kore	wa	choudo	ii	desuka.
はい。	これ	は	ちょうど	いい	です。
はい。	これ	は	ちょうど	いい	です。
hai.	kore	wa	choudo	ii	desu.

19	 ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.

20	 レストラン	は	開いて	いますか。
レストラン	は	あいて	いますか。
resutoran	wa	aite	imasuka.
はい。	開いて	います。
はい。	あいて	います。
hai.	aite	imasu.


