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1.1 コア	レッスン

01	 郵便局
ゆうびんきょく
yuubinkyoku
ホテル
ホテル
hoteru
銀行
ぎんこう
ginkou
美術館
びじゅつかん
bijutsukan
カフェ
カフェ
kafe
図書館
としょかん
toshokan

02	 彼女	は	銀行	で	働いて	います。
かのじょ	は	ぎんこう	で	はたらいて	います。
kanojo	wa	ginkou	de	hataraite	imasu.
彼	は	郵便局	で	働いて	います。
かれ	は	ゆうびんきょく	で	はたらいて	います。
kare	wa	yuubinkyoku	de	hataraite	imasu.
彼ら	は	カフェ	で	働いて	います。
かれら	は	カフェ	で	はたらいて	います。
karera	wa	kafe	de	hataraite	imasu.

03	 彼女	は	カフェ	で	本	を	読んで	います。
かのじょ	は	カフェ	で	ほん	を	よんで	います。
kanojo	wa	kafe	de	hon	o	yonde	imasu.
彼ら	は	図書館	で	本	を	読んで	います。
かれら	は	としょかん	で	ほん	を	よんで	います。
karera	wa	toshokan	de	hon	o	yonde	imasu.
彼	は	美術館	で	本	を	読んで	います。
かれ	は	びじゅつかん	で	ほん	を	よんで	います。
kare	wa	bijutsukan	de	hon	o	yonde	imasu.

04	 女	の	人たち	は	銀行	で	働いて	います。
おんな	の	ひとたち	は	ぎんこう	で	はたらいて	い
ます。
onna	no	hitotachi	wa	ginkou	de	hataraite	
imasu.
彼女	は	ホテル	で	働いて	います。
かのじょ	は	ホテル	で	はたらいて	います。
kanojo	wa	hoteru	de	hataraite	imasu.
彼	は	美術館	で	働いて	います。
かれ	は	びじゅつかん	で	はたらいて	います。
kare	wa	bijutsukan	de	hataraite	imasu.

05	 女	の	人	は	家	に	います。
おんな	の	ひと	は	いえ	に	います。
onna	no	hito	wa	ie	ni	imasu.
男	の	人たち	は	仕事場	に	います。
おとこ	の	ひとたち	は	しごとば	に	います。
otoko	no	hitotachi	wa	shigotoba	ni	imasu.
家族	は	家	に	います。
かぞく	は	いえ	に	います。
kazoku	wa	ie	ni	imasu.
子供たち	は	学校	に	います。
こどもたち	は	がっこう	に	います。
kodomotachi	wa	gakkou	ni	imasu.

06	 男	の	人たち	は	仕事場	で	料理して	います。
おとこ	の	ひとたち	は	しごとば	で	りょうりして	
います。
otoko	no	hitotachi	wa	shigotoba	de	ryourishite	
imasu.
男	の	人	は	家	で	料理して	います。
おとこ	の	ひと	は	いえ	で	りょうりして	います。
otoko	no	hito	wa	ie	de	ryourishite	imasu.
子供たち	は	学校	で	本	を	読んで	います。
こどもたち	は	がっこう	で	ほん	を	よんで	い	
ます。
kodomotachi	wa	gakkou	de	hon	o	yonde	
imasu.
子供	は	家	で	本	を	読んで	います。
こども	は	いえ	で	ほん	を	よんで	います。
kodomo	wa	ie	de	hon	o	yonde	imasu.
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07	 私	は	家	に	います。
わたし	は	いえ	に	います。
watashi	wa	ie	ni	imasu.
私	は	仕事場	に	います。
わたし	は	しごとば	に	います。
watashi	wa	shigotoba	ni	imasu.
私	は	学校	に	います。
わたし	は	がっこう	に	います。
watashi	wa	gakkou	ni	imasu.

08	 子供たち	は	家	に	います。
こどもたち	は	いえ	に	います。
kodomotachi	wa	ie	ni	imasu.
子供たち	は	学校	に	行きます。
こどもたち	は	がっこう	に	いきます。
kodomotachi	wa	gakkou	ni	ikimasu.
子供たち	は	学校	に	います。
こどもたち	は	がっこう	に	います。
kodomotachi	wa	gakkou	ni	imasu.
女	の	人	は	家	に	います。
おんな	の	ひと	は	いえ	に	います。
onna	no	hito	wa	ie	ni	imasu.
女	の	人	は	郵便局	に	行きます。
おんな	の	ひと	は	ゆうびんきょく	に	いきます。
onna	no	hito	wa	yuubinkyoku	ni	ikimasu.
女	の	人	は	郵便局	に	います。
おんな	の	ひと	は	ゆうびんきょく	に	います。
onna	no	hito	wa	yuubinkyoku	ni	imasu.

09	 彼女	は	仕事	に	行きます。
かのじょ	は	しごと	に	いきます。
kanojo	wa	shigoto	ni	ikimasu.
彼女	は	学校	に	行きます。
かのじょ	は	がっこう	に	いきます。
kanojo	wa	gakkou	ni	ikimasu.
彼女	は	図書館	に	行きます。
かのじょ	は	としょかん	に	いきます。
kanojo	wa	toshokan	ni	ikimasu.
彼女	は	カフェ	に	行きます。
かのじょ	は	カフェ	に	いきます。
kanojo	wa	kafe	ni	ikimasu.

10	 私	は	ホテル	に	行きます。
わたし	は	ホテル	に	いきます。
watashi	wa	hoteru	ni	ikimasu.
彼	は	銀行	に	行きます。
かれ	は	ぎんこう	に	いきます。
kare	wa	ginkou	ni	ikimasu.
私たち	は	公園	に	行きます。
わたしたち	は	こうえん	に	いきます。
watashitachi	wa	kouen	ni	ikimasu.
彼ら	は	美術館	に	行きます。
かれら	は	びじゅつかん	に	いきます。
karera	wa	bijutsukan	ni	ikimasu.

11	 劇場
げきじょう
gekijou
劇場
げきじょう
gekijou
劇場
げきじょう
gekijou
スタジアム
スタジアム
sutajiamu
スタジアム
スタジアム
sutajiamu
ガソリンスタンド
ガソリンスタンド
gasorinsutando

12	 この	人たち	は	スタジアム	で	立って	います。
この	ひとたち	は	スタジアム	で	たって	います。
kono	hitotachi	wa	sutajiamu	de	tatte	imasu.
女	の	人	は	劇場	で	座って	います。
おんな	の	ひと	は	げきじょう	で	すわって	い	
ます。
onna	no	hito	wa	gekijou	de	suwatte	imasu.
男	の	人	は	ガソリンスタンド	で	働いて	います。
おとこ	の	ひと	は	ガソリンスタンド	で	はたらい
て	います。
otoko	no	hito	wa	gasorinsutando	de	hataraite	
imasu.
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13	 彼	は	地図	を	見て	います。
かれ	は	ちず	を	みて	います。
kare	wa	chizu	o	mite	imasu.
彼女	は	ガソリン	を	買って	います。
かのじょ	は	ガソリン	を	かって	います。
kanojo	wa	gasorin	o	katte	imasu.
女	の	人たち	は	地図	を	見て	います。
おんな	の	ひとたち	は	ちず	を	みて	います。
onna	no	hitotachi	wa	chizu	o	mite	imasu.
男	の	人たち	は	ガソリン	が	いります。
おとこ	の	ひとたち	は	ガソリン	が	いります。
otoko	no	hitotachi	wa	gasorin	ga	irimasu.

14	 私たち	は	ガソリン	が	いります。
わたしたち	は	ガソリン	が	いります。
watashitachi	wa	gasorin	ga	irimasu.
彼	は	クレジットカード	で	ガソリン	を	買って	い
ます。
かれ	は	クレジットカード	で	ガソリン	を	かって	
います。
kare	wa	kurejittokaado	de	gasorin	o	katte	
imasu.
彼女	は	地図	が	いります。
かのじょ	は	ちず	が	いります。
kanojo	wa	chizu	ga	irimasu.
彼女	は	現金	で	地図	を	買って	います。
かのじょ	は	げんきん	で	ちず	を	かって	います。
kanojo	wa	genkin	de	chizu	o	katte	imasu.

15	 彼女	は	ガソリン	が	いります。
かのじょ	は	ガソリン	が	いります。
kanojo	wa	gasorin	ga	irimasu.
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.
彼女	は	地図	が	いります。
かのじょ	は	ちず	が	いります。
kanojo	wa	chizu	ga	irimasu.
彼女	は	コーヒー	が	いります。
かのじょ	は	コーヒー	が	いります。
kanojo	wa	koohii	ga	irimasu.

16	 どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	薬屋	に	行きます。
わたし	は	くすりや	に	いきます。
watashi	wa	kusuriya	ni	ikimasu.
どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私たち	は	図書館	に	行きます。
わたしたち	は	としょかん	に	いきます。
watashitachi	wa	toshokan	ni	ikimasu.

17	 どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	病院	に	行きます。
わたし	は	びょういん	に	いきます。
watashi	wa	byouin	ni	ikimasu.
どこ	に	行きます	か。
どこ	に	いきます	か。
doko	ni	ikimasu	ka.
私たち	は	スタジアム	に	行きます。
わたしたち	は	スタジアム	に	いきます。
watashitachi	wa	sutajiamu	ni	ikimasu.
彼	は	どこ	に	行きます	か。
かれ	は	どこ	に	いきます	か。
kare	wa	doko	ni	ikimasu	ka.
彼	は	学校	に	行きます。
かれ	は	がっこう	に	いきます。
kare	wa	gakkou	ni	ikimasu.
彼ら	は	どこ	に	行きます	か。
かれら	は	どこ	に	いきます	か。
karera	wa	doko	ni	ikimasu	ka.
彼ら	は	カフェ	に	行きます。
かれら	は	カフェ	に	いきます。
karera	wa	kafe	ni	ikimasu.

18	 彼	は	薬	が	いります。
かれ	は	くすり	が	いります。
kare	wa	kusuri	ga	irimasu.
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私	は	薬屋	に	行きます。
わたし	は	くすりや	に	いきます。
watashi	wa	kusuriya	ni	ikimasu.
私たち	は	牛乳	が	いります。
わたしたち	は	ぎゅうにゅう	が	いります。
watashitachi	wa	gyuunyuu	ga	irimasu.
私	は	スーパー	に	行きます。
わたし	は	スーパー	に	いきます。
watashi	wa	suupaa	ni	ikimasu.
車	は	ガソリン	が	いります。
くるま	は	ガソリン	が	いります。
kuruma	wa	gasorin	ga	irimasu.
私	は	ガソリンスタンド	に	行きます。
わたし	は	ガソリンスタンド	に	いきます。
watashi	wa	gasorinsutando	ni	ikimasu.

19	 どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私たち	は	劇場	に	行きます。
わたしたち	は	げきじょう	に	いきます。
watashitachi	wa	gekijou	ni	ikimasu.
どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	ホテル	に	行きます。
わたし	は	ホテル	に	いきます。
watashi	wa	hoteru	ni	ikimasu.
どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	図書館	に	行きます。
わたし	は	としょかん	に	いきます。
watashi	wa	toshokan	ni	ikimasu.

20	 どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	スタジアム	に	行きます。
わたし	は	スタジアム	に	いきます。
watashi	wa	sutajiamu	ni	ikimasu.

どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	図書館	に	行きます。
わたし	は	としょかん	に	いきます。
watashi	wa	toshokan	ni	ikimasu.

21	 私たち	は	美術館	に	行きます。
わたしたち	は	びじゅつかん	に	いきます。
watashitachi	wa	bijutsukan	ni	ikimasu.
私たち	は	郵便局	に	行きます。
わたしたち	は	ゆうびんきょく	に	いきます。
watashitachi	wa	yuubinkyoku	ni	ikimasu.
私たち	は	ガソリンスタンド	に	行きます。
わたしたち	は	ガソリンスタンド	に	いきます。
watashitachi	wa	gasorinsutando	ni	ikimasu.
私たち	は	銀行	に	行きます。
わたしたち	は	ぎんこう	に	いきます。
watashitachi	wa	ginkou	ni	ikimasu.

22	 男	の	人	は	木	の	後ろ	に	います。
おとこ	の	ひと	は	き	の	うしろ	に	います。
otoko	no	hito	wa	ki	no	ushiro	ni	imasu.
男の子	は	木	の	前	に	います。
おとこのこ	は	き	の	まえ	に	います。
otokonoko	wa	ki	no	mae	ni	imasu.
女の子	は	シーツ	の	後ろ	に	います。
おんなのこ	は	シーツ	の	うしろ	に	います。
onnanoko	wa	shiitsu	no	ushiro	ni	imasu.
女	の	人	は	シーツ	の	前	に	います。
おんな	の	ひと	は	シーツ	の	まえ	に	います。
onna	no	hito	wa	shiitsu	no	mae	ni	imasu.

23	 自転車	は	家	の	前	に	あります。
じてんしゃ	は	いえ	の	まえ	に	あります。
jitensha	wa	ie	no	mae	ni	arimasu.
自転車	は	家	の	後ろ	に	あります。
じてんしゃ	は	いえ	の	うしろ	に	あります。
jitensha	wa	ie	no	ushiro	ni	arimasu.
馬	は	美術館	の	前	に	います。
うま	は	びじゅつかん	の	まえ	に	います。
uma	wa	bijutsukan	no	mae	ni	imasu.
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女	の	人	は	男	の	人	の	後ろ	に	います。
おんな	の	ひと	は	おとこ	の	ひと	の	うしろ	に	い
ます。
onna	no	hito	wa	otoko	no	hito	no	ushiro	ni	
imasu.

24	 男	の	人	は	自分	の	車	の	横	に	います。
おとこ	の	ひと	は	じぶん	の	くるま	の	よこ	に	い
ます。
otoko	no	hito	wa	jibun	no	kuruma	no	yoko	ni	
imasu.
男	の	人	は	奥さん	の	横	に	います。
おとこ	の	ひと	は	おくさん	の	よこ	に	います。
otoko	no	hito	wa	okusan	no	yoko	ni	imasu.
女	の	人	は	馬	の	横	に	います。
おんな	の	ひと	は	うま	の	よこ	に	います。
onna	no	hito	wa	uma	no	yoko	ni	imasu.

25	 男	の	人	は	車	の	後ろ	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	うしろ	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	ushiro	ni	imasu.
男	の	人	は	車	の	横	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	よこ	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	yoko	ni	imasu.
男	の	人	は	車	の	前	に	います。
おとこ	の	ひと	は	くるま	の	まえ	に	います。
otoko	no	hito	wa	kuruma	no	mae	ni	imasu.

26	 女	の	人	は	美術館	に	います。
おんな	の	ひと	は	びじゅつかん	に	います。
onna	no	hito	wa	bijutsukan	ni	imasu.
男	の	人	は	椅子	の	上	に	います。
おとこ	の	ひと	は	いす	の	うえ	に	います。
otoko	no	hito	wa	isu	no	ue	ni	imasu.
男の子	は	テーブル	の	下	に	います。
おとこのこ	は	テーブル	の	した	に	います。
otokonoko	wa	teeburu	no	shita	ni	imasu.

27	 この	動物	は	車	の	後ろ	に	います。
この	どうぶつ	は	くるま	の	うしろ	に	います。
kono	doubutsu	wa	kuruma	no	ushiro	ni	imasu.
この	動物	は	家	の	下	に	います。
この	どうぶつ	は	いえ	の	した	に	います。
kono	doubutsu	wa	ie	no	shita	ni	imasu.

この	動物	は	車	の	上	に	います。
この	どうぶつ	は	くるま	の	うえ	に	います。
kono	doubutsu	wa	kuruma	no	ue	ni	imasu.
この	動物	は	家	の	中	に	います。
この	どうぶつ	は	いえ	の	なか	に	います。
kono	doubutsu	wa	ie	no	naka	ni	imasu.
この	動物	は	家	の	前	に	います。
この	どうぶつ	は	いえ	の	まえ	に	います。
kono	doubutsu	wa	ie	no	mae	ni	imasu.
この	動物	は	車	の	横	に	います。
この	どうぶつ	は	くるま	の	よこ	に	います。
kono	doubutsu	wa	kuruma	no	yoko	ni	imasu.

28	 どこ	に	いますか。
どこ	に	いますか。
doko	ni	imasuka.
ぼく	は	椅子	の	下	に	います。
ぼく	は	いす	の	した	に	います。
boku	wa	isu	no	shita	ni	imasu.
どこ	に	いますか。
どこ	に	いますか。
doko	ni	imasuka.
私	は	椅子	の	後ろ	に	います。
わたし	は	いす	の	うしろ	に	います。
watashi	wa	isu	no	ushiro	ni	imasu.
どこ	に	いますか。
どこ	に	いますか。
doko	ni	imasuka.
私	は	車	の	下	に	います。
わたし	は	くるま	の	した	に	います。
watashi	wa	kuruma	no	shita	ni	imasu.
どこ	に	いますか。
どこ	に	いますか。
doko	ni	imasuka.
私	は	車	の	後ろ	に	います。
わたし	は	くるま	の	うしろ	に	います。
watashi	wa	kuruma	no	ushiro	ni	imasu.
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29	 花	は	彼	の	左手	に	あります。
はな	は	かれ	の	ひだりて	に	あります。
hana	wa	kare	no	hidarite	ni	arimasu.
おもちゃ	は	彼	の	右足	の	横	に	あります。
おもちゃ	は	かれ	の	みぎあし	の	よこ	に	あり	
ます。
omocha	wa	kare	no	migiashi	no	yoko	ni	
arimasu.
これ	は	彼女	の	右手	です。
これ	は	かのじょ	の	みぎて	です。
kore	wa	kanojo	no	migite	desu.
これ	は	彼女	の	左足	です。
これ	は	かのじょ	の	ひだりあし	です。
kore	wa	kanojo	no	hidariashi	desu.

30	 女の子	は	彼	の	左	に	います。
おんなのこ	は	かれ	の	ひだり	に	います。
onnanoko	wa	kare	no	hidari	ni	imasu.
犬	は	彼女	の	右	に	います。
いぬ	は	かのじょ	の	みぎ	に	います。
inu	wa	kanojo	no	migi	ni	imasu.
自転車	は	彼女	の	左	に	あります。
じてんしゃ	は	かのじょ	の	ひだり	に	あります。
jitensha	wa	kanojo	no	hidari	ni	arimasu.
地図	は	彼	の	右	に	あります。
ちず	は	かれ	の	みぎ	に	あります。
chizu	wa	kare	no	migi	ni	arimasu.

31	 劇場	は	彼	の	左	に	あります。
げきじょう	は	かれ	の	ひだり	に	あります。
gekijou	wa	kare	no	hidari	ni	arimasu.
劇場	は	彼	の	右	に	あります。
げきじょう	は	かれ	の	みぎ	に	あります。
gekijou	wa	kare	no	migi	ni	arimasu.
カフェ	は	彼	の	左	に	あります。
カフェ	は	かれ	の	ひだり	に	あります。
kafe	wa	kare	no	hidari	ni	arimasu.
カフェ	は	彼	の	右	に	あります。
カフェ	は	かれ	の	みぎ	に	あります。
kafe	wa	kare	no	migi	ni	arimasu.

32	 郵便局	は	どこ	ですか。
ゆうびんきょく	は	どこ	ですか。
yuubinkyoku	wa	doko	desuka.

私たち	は	地図	が	いります。
わたしたち	は	ちず	が	いります。
watashitachi	wa	chizu	ga	irimasu.
本屋	で	地図	を	売って	いますか。
ほんや	で	ちず	を	うって	いますか。
honya	de	chizu	o	utte	imasuka.
はい。	本屋	で	地図	を	売って	います。
はい。	ほんや	で	ちず	を	うって	います。
hai.	honya	de	chizu	o	utte	imasu.

33	 こんにちは。	地図	は	ありますか。
こんにちは。	ちず	は	ありますか。
konnichiwa.	chizu	wa	arimasuka.
地図	は	新聞	の	後ろ	に	あります。
ちず	は	しんぶん	の	うしろ	に	あります。
chizu	wa	shinbun	no	ushiro	ni	arimasu.
この	地図	が	ほしい	です。
この	ちず	が	ほしい	です。
kono	chizu	ga	hoshii	desu.

34	 いくらですか。
いくらですか。
ikuradesuka.
五	ドル	です。
ご	ドル	です。
go	doru	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.

35	 どこ	に	行きたい	ですか。
どこ	に	いきたい	ですか。
doko	ni	ikitai	desuka.
私たち	は	郵便局	に	行きたい	です。
わたしたち	は	ゆうびんきょく	に	いきたい		
		です。
watashitachi	wa	yuubinkyoku	ni	ikitai	desu.
郵便局	は	本屋	の	横	に	あります。
ゆうびんきょく	は	ほんや	の	よこ	に	あります。
yuubinkyoku	wa	honya	no	yoko	ni	arimasu.
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01	 子供たち	は	一列	に	並んで	います。
こどもたち	は	いちれつ	に	ならんで	います。
kodomotachi	wa	ichiretsu	ni	narande	imasu.
男	の	人たち	は	一列	に	並んで	います。
おとこ	の	ひとたち	は	いちれつ	に	ならんで	い
ます。
otoko	no	hitotachi	wa	ichiretsu	ni	narande	
imasu.
女	の	人たち	は	一列	に	並んで	います。
おんな	の	ひとたち	は	いちれつ	に	ならんで	い
ます。
onna	no	hitotachi	wa	ichiretsu	ni	narande	
imasu.

02	 列	の	一番目	の	人	は	背	が	高い	です。
れつ	の	いちばんめ	の	ひと	は	せ	が	たかい	です。
retsu	no	ichibanme	no	hito	wa	se	ga	takai	desu.
列	の	二番目	の	人	は	金髪	です。
れつ	の	にばんめ	の	ひと	は	きんぱつ	です。
retsu	no	nibanme	no	hito	wa	kinpatsu	desu.
列	の	三番目	の	人	は	黒い	髪	です。
れつ	の	さんばんめ	の	ひと	は	くろい	かみ	です。
retsu	no	sanbanme	no	hito	wa	kuroi	kami	desu.
列	の	四番目	の	人	は	のど	が	かわいて	います。
れつ	の	よんばんめ	の	ひと	は	のど	が	かわいて	い
ます。
retsu	no	yonbanme	no	hito	wa	nodo	ga	
kawaite	imasu.

03	 列	の	一番目	の	子供	は	赤い	スカート	を	はいて	い
ます。
れつ	の	いちばんめ	の	こども	は	あかい	スカート	
を	はいて	います。
retsu	no	ichibanme	no	kodomo	wa	akai	
sukaato	o	haite	imasu.
列	の	二番目	の	子供	は	サングラス	を	して	い	
ます。
れつ	の	にばんめ	の	こども	は	サングラス	を	して	
います。
retsu	no	nibanme	no	kodomo	wa	sangurasu	o	
shite	imasu.

列	の	三番目	の	子供	は	青い	Tシャツ	を	着て	い	
ます。
れつ	の	さんばんめ	の	こども	は	あおい	Tシャツ	
を	きて	います。
retsu	no	sanbanme	no	kodomo	wa	aoi	Tshatsu	
o	kite	imasu.
列	の	四番目	の	子供	は	帽子	を	かぶって	います。
れつ	の	よんばんめ	の	こども	は	ぼうし	を	かぶっ
て	います。
retsu	no	yonbanme	no	kodomo	wa	boushi	o	
kabutte	imasu.

04	 一番目	の	番号	は	三	です。
いちばんめ	の	ばんごう	は	さん	です。
ichibanme	no	bangou	wa	san	desu.
二番目	の	番号	は	九	です。
にばんめ	の	ばんごう	は	きゅう	です。
nibanme	no	bangou	wa	kyuu	desu.
三番目	の	番号	は	七	です。
さんばんめ	の	ばんごう	は	なな	です。
sanbanme	no	bangou	wa	nana	desu.

05	 お手洗い	は	どこ	ですか。
おてあらい	は	どこ	ですか。
otearai	wa	doko	desuka.
右	の	一番目	の	ドア	です。
みぎ	の	いちばんめ	の	ドア	です。
migi	no	ichibanme	no	doa	desu.
お手洗い	は	どこ	ですか。
おてあらい	は	どこ	ですか。
otearai	wa	doko	desuka.
左	の	二番目	の	ドア	です。
ひだり	の	にばんめ	の	ドア	です。
hidari	no	nibanme	no	doa	desu.

06	 お手洗い	は	どこ	ですか。
おてあらい	は	どこ	ですか。
otearai	wa	doko	desuka.
左	の	一番目	の	ドア	です。
ひだり	の	いちばんめ	の	ドア	です。
hidari	no	ichibanme	no	doa	desu.
サラ	さん	の	コート	は	どれ	ですか。
サラ	さん	の	コート	は	どれ	ですか。
sara	san	no	kooto	wa	dore	desuka.
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赤い	コート	です。	四番目	です。
あかい	コート	です。	よんばんめ	です。
akai	kooto	desu.	yonbanme	desu.

07	 彼	は	仕事場	に	います。
かれ	は	しごとば	に	います。
kare	wa	shigotoba	ni	imasu.
彼	は	家	に	帰ります。
かれ	は	いえ	に	かえります。
kare	wa	ie	ni	kaerimasu.
彼	は	家	に	います。
かれ	は	いえ	に	います。
kare	wa	ie	ni	imasu.

08	 私	は	家	に	います。
わたし	は	いえ	に	います。
watashi	wa	ie	ni	imasu.
私	は	仕事	に	行きます。
わたし	は	しごと	に	いきます。
watashi	wa	shigoto	ni	ikimasu.
私	は	仕事場	に	います。
わたし	は	しごとば	に	います。
watashi	wa	shigotoba	ni	imasu.

09	 女の子たち	は	家	に	います。
おんなのこたち	は	いえ	に	います。
onnanokotachi	wa	ie	ni	imasu.
女の子たち	は	学校	に	行きます。
おんなのこたち	は	がっこう	に	いきます。
onnanokotachi	wa	gakkou	ni	ikimasu.
女の子たち	は	学校	に	います。
おんなのこたち	は	がっこう	に	います。
onnanokotachi	wa	gakkou	ni	imasu.

10	 私	は	仕事	に	行きます。
わたし	は	しごと	に	いきます。
watashi	wa	shigoto	ni	ikimasu.
彼	は	仕事	に	行きます。
かれ	は	しごと	に	いきます。
kare	wa	shigoto	ni	ikimasu.
彼ら	は	仕事場	に	います。
かれら	は	しごとば	に	います。
karera	wa	shigotoba	ni	imasu.

彼女	は	仕事場	に	います。
かのじょ	は	しごとば	に	います。
kanojo	wa	shigotoba	ni	imasu.

11	 彼ら	は	劇場	に	行きます。
かれら	は	げきじょう	に	いきます。
karera	wa	gekijou	ni	ikimasu.
彼	は	劇場	で	働いて	います。
かれ	は	げきじょう	で	はたらいて	います。
kare	wa	gekijou	de	hataraite	imasu.
彼女	は	劇場	で	座って	います。
かのじょ	は	げきじょう	で	すわって	います。
kanojo	wa	gekijou	de	suwatte	imasu.

12	 どこ	に	行きたい	ですか。
どこ	に	いきたい	ですか。
doko	ni	ikitai	desuka.
私	は	ホテル	に	行きたい	です。
わたし	は	ホテル	に	いきたい	です。
watashi	wa	hoteru	ni	ikitai	desu.
どこ	に	行きたい	ですか。
どこ	に	いきたい	ですか。
doko	ni	ikitai	desuka.
私たち	は	劇場	に	行きたい	です。
わたしたち	は	げきじょう	に	いきたい	です。
watashitachi	wa	gekijou	ni	ikitai	desu.
どこ	に	行きたい	ですか。
どこ	に	いきたい	ですか。
doko	ni	ikitai	desuka.
私	は	スタジアム	に	行きたい	です。
わたし	は	スタジアム	に	いきたい	です。
watashi	wa	sutajiamu	ni	ikitai	desu.

13	 地下鉄
ちかてつ
chikatetsu
地下鉄
ちかてつ
chikatetsu
地下鉄
ちかてつ
chikatetsu
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バス
バス
basu
バス
バス
basu
タクシー
タクシー
takushii

14	 彼	は	バス	に	乗って	います。
かれ	は	バス	に	のって	います。
kare	wa	basu	ni	notte	imasu.
彼女	は	地下鉄	に	乗って	います。
かのじょ	は	ちかてつ	に	のって	います。
kanojo	wa	chikatetsu	ni	notte	imasu.
彼ら	は	タクシー	に	乗って	います。
かれら	は	タクシー	に	のって	います。
karera	wa	takushii	ni	notte	imasu.

15	 この	人たち	は	地下鉄	に	乗って	います。
この	ひとたち	は	ちかてつ	に	のって	います。
kono	hitotachi	wa	chikatetsu	ni	notte	imasu.
この	人たち	は	バス	に	乗って	います。
この	ひとたち	は	バス	に	のって	います。
kono	hitotachi	wa	basu	ni	notte	imasu.
この	人たち	は	タクシー	に	乗って	います。
この	ひとたち	は	タクシー	に	のって	います。
kono	hitotachi	wa	takushii	ni	notte	imasu.

16	 すみません。	ぼく	の	席	は	どこ	ですか。
すみません。	ぼく	の	せき	は	どこ	ですか。
sumimasen.	boku	no	seki	wa	doko	desuka.
右側	です。
みぎがわ	です。
migigawa	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.

17	 すみません。
すみません。
sumimasen.
この	席	に	座りますか。
この	せき	に	すわりますか。
kono	seki	ni	suwarimasuka.
はい。	ありがとう	ございます。
はい。	ありがとう	ございます。
hai.	arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。
どういたしまして。
douitashimashite.

18	 すみません。	私	の	席	は	どこ	ですか。
すみません。	わたし	の	せき	は	どこ	ですか。
sumimasen.	watashi	no	seki	wa	doko	desuka.
こちら	の	三番目	の	席	です。
こちら	の	さんばんめ	の	せき	です。
kochira	no	sanbanme	no	seki	desu.
サラ	は	どこ	ですか。
サラ	は	どこ	ですか。
sara	wa	doko	desuka.
彼女	は	八番	の	席	に	座って	います。
かのじょ	は	はちばん	の	せき	に	すわって	い	
ます。
kanojo	wa	hachiban	no	seki	ni	suwatte	imasu.

19	 何	で	仕事	に	来ますか。
なに	で	しごと	に	きますか。
nani	de	shigoto	ni	kimasuka.
地下鉄	で	来ます。
ちかてつ	で	きます。
chikatetsu	de	kimasu.
何	で	学校	に	来ますか。
なに	で	がっこう	に	きますか。
nani	de	gakkou	ni	kimasuka.
歩いて	来ます。
あるいて	きます。
aruite	kimasu.



10

1.2 次のページへ

20	 な	に	で	仕事	に	来ますか。
な	に	で	しごと	に	きますか。
nani	de	shigoto	ni	kimasuka.
車	で	来ます。
くるま	で	きます。
kuruma	de	kimasu.
な	に	で	学校	に	行きますか。
な	に	で	がっこう	に	いきますか。
nani	de	gakkou	ni	ikimasuka.
バス	で	行きます。
バス	で	いきます。
basu	de	ikimasu.

21	 彼	は	バス	に	乗って	います。
かれ	は	バス	に	のって	います。
kare	wa	basu	ni	notte	imasu.
彼女	は	バス	を	降りて	います。
かのじょ	は	バス	を	おりて	います。
kanojo	wa	basu	o	orite	imasu.
彼女	は	地下鉄	に	乗って	います。
かのじょ	は	ちかてつ	に	のって	います。
kanojo	wa	chikatetsu	ni	notte	imasu.
彼ら	は	地下鉄	を	降りて	います。
かれら	は	ちかてつ	を	おりて	います。
karera	wa	chikatetsu	o	orite	imasu.

22	 私たち	は	バス停	で	立って	います。
わたしたち	は	バスてい	で	たって	います。
watashitachi	wa	basutei	de	tatte	imasu.
彼女	は	バス停	で	座って	います。
かのじょ	は	バスてい	で	すわって	います。
kanojo	wa	basutei	de	suwatte	imasu.
彼	は	バス停	で	バス	を	降りて	います。
かれ	は	バスてい	で	バス	を	おりて	います。
kare	wa	basutei	de	basu	o	orite	imasu.
彼ら	は	地下鉄	の	駅	に	行きます。
かれら	は	ちかてつ	の	えき	に	いきます。
karera	wa	chikatetsu	no	eki	ni	ikimasu.
私	は	地下鉄	の	駅	で	座って	います。
わたし	は	ちかてつ	の	えき	で	すわって	います。
watashi	wa	chikatetsu	no	eki	de	suwatte	imasu.

彼	は	地下鉄	を	降りて	います。
かれ	は	ちかてつ	を	おりて	います。
kare	wa	chikatetsu	o	orite	imasu.

23	 彼女	は	バス	に	乗ります。
かのじょ	は	バス	に	のります。
kanojo	wa	basu	ni	norimasu.
彼	は	バス	を	降りて	います。
かれ	は	バス	を	おりて	います。
kare	wa	basu	o	orite	imasu.
彼	は	バス	に	乗ります。
かれ	は	バス	に	のります。
kare	wa	basu	ni	norimasu.
彼女	は	バス	を	降りて	います。
かのじょ	は	バス	を	おりて	います。
kanojo	wa	basu	o	orite	imasu.

24	 バス停	は	公園	の	前	に	あります。
バスてい	は	こうえん	の	まえ	に	あります。
basutei	wa	kouen	no	mae	ni	arimasu.
美術館	は	公園	の	隣	に	あります。
びじゅつかん	は	こうえん	の	となり	に	あり
ます。
bijutsukan	wa	kouen	no	tonari	ni	arimasu.
ガソリンスタンド	は	町	から	遠く	に	あります。
ガソリンスタンド	は	まち	から	とおく	に	あり
ます。
gasorinsutando	wa	machi	kara	tooku	ni	
arimasu.
郵便局	は	レストラン	の	近く	に	あります。
ゆうびんきょく	は	レストラン	の	ちかく	に	あり
ます。
yuubinkyoku	wa	resutoran	no	chikaku	ni	
arimasu.

25	 どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	地下鉄	の	駅	に	行きます。
わたし	は	ちかてつ	の	えき	に	いきます。
watashi	wa	chikatetsu	no	eki	ni	ikimasu.
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26	 どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	地下鉄	の	駅	に	行きます。
わたし	は	ちかてつ	の	えき	に	いきます。
watashi	wa	chikatetsu	no	eki	ni	ikimasu.

27	 タクシー	は	左	に	曲がります。
タクシー	は	ひだり	に	まがります。
takushii	wa	hidari	ni	magarimasu.
タクシー	は	まっすぐ	行きます。
タクシー	は	まっすぐ	いきます。
takushii	wa	massugu	ikimasu.
タクシー	は	右	に	曲がります。
タクシー	は	みぎ	に	まがります。
takushii	wa	migi	ni	magarimasu.

28	 バス	は	左	に	曲がります。
バス	は	ひだり	に	まがります。
basu	wa	hidari	ni	magarimasu.
車	は	右	に	曲がります。
くるま	は	みぎ	に	まがります。
kuruma	wa	migi	ni	magarimasu.
タクシー	は	まっすぐ	行きます。
タクシー	は	まっすぐ	いきます。
takushii	wa	massugu	ikimasu.

29	 左	に	曲がって	ください。
ひだり	に	まがって	ください。
hidari	ni	magatte	kudasai.
まっすぐ	行って	ください。
まっすぐ	いって	ください。
massugu	itte	kudasai.
右	に	曲がって	ください。
みぎ	に	まがって	ください。
migi	ni	magatte	kudasai.

30	 すみません。	バス停	まで	の	道	を	教えて	くだ	
さい。
すみません。	バスてい	まで	の	みち	を	おしえて	
ください。
sumimasen.	basutei	made	no	michi	o	oshiete	
kudasai.

まっすぐ	行って	ください。
まっすぐ	いって	ください。
massugu	itte	kudasai.
すみません。	美術館	の	近く	の	ホテル	まで	の	道	
を	教えて	ください。
すみません。	びじゅつかん	の	ちかく	の	ホテル	
まで	の	みち	を	おしえて	ください。
sumimasen.	bijutsukan	no	chikaku	no	hoteru	
made	no	michi	o	oshiete	kudasai.
まっすぐ	行って、	三番目	の	通り	で	左	に	曲がっ
て	ください。
まっすぐ	いって、	さんばんめ	の	とおり	で	ひだ
り	に	まがって	ください。
massugu	itte,	sanbanme	no	toori	de	hidari	ni	
magatte	kudasai.
すみません。	図書館	まで	の	道	を	教えて	くだ
さい。
すみません。	としょかん	まで	の	みち	を	おしえ
て	ください。
sumimasen.	toshokan	made	no	michi	o	oshiete	
kudasai.
美術館	まで	行って、	右	に	曲がって	ください。
びじゅつかん	まで	いって、	みぎ	に	まがって	く
ださい。
bijutsukan	made	itte,	migi	ni	magatte	kudasai.

31	 すみません。	銀行	まで	の	道	を	教えて	くだ	
さい。
すみません。	ぎんこう	まで	の	みち	を	おしえて	
ください。
sumimasen.	ginkou	made	no	michi	o	oshiete	
kudasai.
公園	まで	まっすぐ	行って	ください。
こうえん	まで	まっすぐ	いって	ください。
kouen	made	massugu	itte	kudasai.
左	に	曲がって	ください。
ひだり	に	まがって	ください。
hidari	ni	magatte	kudasai.
銀行	は	右	に	あります。
ぎんこう	は	みぎ	に	あります。
ginkou	wa	migi	ni	arimasu.
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32	 すみません。	美術館	まで	の	道	を	教えて	くだ	
さい。
すみません。	びじゅつかん	まで	の	みち	を	おし
えて	ください。
sumimasen.	bijutsukan	made	no	michi	o	
oshiete	kudasai.
四番目	の	バス停	まで	バス	に	乗って	ください。
よんばんめ	の	バスてい	まで	バス	に	のって	くだ
さい。
yonbanme	no	basutei	made	basu	ni	notte	
kudasai.
バス	を	降りて、	二番目	の	通り	まで	歩いて	くだ
さい。
バス	を	おりて、	にばんめ	の	とおり	まで	あるい
て	ください。
basu	o	orite,	nibanme	no	toori	made	aruite	
kudasai.
美術館	は	左	に	あります。
びじゅつかん	は	ひだり	に	あります。
bijutsukan	wa	hidari	ni	arimasu.
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.

1.3 コア	レッスン

01	 飛行機
ひこうき
hikouki
電車
でんしゃ
densha
バス
バス
basu
空港
くうこう
kuukou
駅
えき
eki
バス停
バスてい
basutei

02	 男	の	人	は	飛行機	の	中	で	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	ひこうき	の	なか	で	たべて	い
ます。
otoko	no	hito	wa	hikouki	no	naka	de	tabete	
imasu.
女	の	人	は	電車	の	中	で	寝て	います。
おんな	の	ひと	は	でんしゃ	の	なか	で	ねて	い	
ます。
onna	no	hito	wa	densha	no	naka	de	nete	
imasu.
この	人たち	は	バス	を	降りて	います。
この	ひとたち	は	バス	を	おりて	います。
kono	hitotachi	wa	basu	o	orite	imasu.

03	 私	は	飛行機	を	待って	います。
わたし	は	ひこうき	を	まって	います。
watashi	wa	hikouki	o	matte	imasu.
彼ら	は	電車	を	待って	います。
かれら	は	でんしゃ	を	まって	います。
karera	wa	densha	o	matte	imasu.
彼女	は	バス	を	待って	います。
かのじょ	は	バス	を	まって	います。
kanojo	wa	basu	o	matte	imasu.
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04	 昼	の	空港
ひる	の	くうこう
hiru	no	kuukou
朝	の	駅
あさ	の	えき
asa	no	eki
夜	の	バス停
よる	の	バスてい
yoru	no	basutei

05	 女	の	人	と	息子さん	は	空港	で	待って	います。
おんな	の	ひと	と	むすこさん	は	くうこう	で	まっ
て	います。
onna	no	hito	to	musukosan	wa	kuukou	de	
matte	imasu.
私	は	バス停	で	待って	います。
わたし	は	バスてい	で	まって	います。
watashi	wa	basutei	de	matte	imasu.
男	の	人たち	は	駅	で	待って	います。
おとこ	の	ひとたち	は	えき	で	まって	います。
otoko	no	hitotachi	wa	eki	de	matte	imasu.
彼女	は	カフェ	で	待って	います。
かのじょ	は	カフェ	で	まって	います。
kanojo	wa	kafe	de	matte	imasu.

06	 男	の	人	は	腕時計	を	して	います。
おとこ	の	ひと	は	うでどけい	を	して	います。
otoko	no	hito	wa	udedokei	o	shite	imasu.
この	時計	は	駅	に	あります。
この	とけい	は	えき	に	あります。
kono	tokei	wa	eki	ni	arimasu.
女	の	人	は	腕時計	を	して	います。
おんな	の	ひと	は	うでどけい	を	して	います。
onna	no	hito	wa	udedokei	o	shite	imasu.
この	時計	は	空港	に	あります。
この	とけい	は	くうこう	に	あります。
kono	tokei	wa	kuukou	ni	arimasu.

07	 腕時計	は	テーブル	の	上	に	あります。
うでどけい	は	テーブル	の	うえ	に	あります。
udedokei	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.
時計	は	テーブル	の	上	に	あります。
とけい	は	テーブル	の	うえ	に	あります。
tokei	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.

腕時計	は	流し	の	横	に	あります。
うでどけい	は	ながし	の	よこ	に	あります。
udedokei	wa	nagashi	no	yoko	ni	arimasu.
時計	は	流し	の	横	に	あります。
とけい	は	ながし	の	よこ	に	あります。
tokei	wa	nagashi	no	yoko	ni	arimasu.

08	 一時	です。
いちじ	です。
ichiji	desu.
二時	です。
にじ	です。
niji	desu.
三時	です。
さんじ	です。
sanji	desu.
四時	です。
よじ	です。
yoji	desu.
九時	です。
くじ	です。
kuji	desu.
十二時	です。
じゅうにじ	です。
juuniji	desu.

09	 午前	五時	です。
ごぜん	ごじ	です。
gozen	goji	desu.
午前	六時	です。
ごぜん	ろくじ	です。
gozen	rokuji	desu.
午前	八時	です。
ごぜん	はちじ	です。
gozen	hachiji	desu.
午後	三時	です。
ごご	さんじ	です。
gogo	sanji	desu.
午後	七時	です。
ごご	しちじ	です。
gogo	shichiji	desu.
午後	十一時	です。
ごご	じゅういちじ	です。
gogo	juuichiji	desu.
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10	 午前	八時	です。
ごぜん	はちじ	です。
gozen	hachiji	desu.
午後	一時	です。
ごご	いちじ	です。
gogo	ichiji	desu.
午後	八時	です。
ごご	はちじ	です。
gogo	hachiji	desu.
午前	一時	です。
ごぜん	いちじ	です。
gozen	ichiji	desu.

11	 飛行機	は	午後	四時	に	出発	します。
ひこうき	は	ごご	よじ	に	しゅっぱつ	します。
hikouki	wa	gogo	yoji	ni	shuppatsu	shimasu.
飛行機	は	午後	九時	に	到着	します。
ひこうき	は	ごご	くじ	に	とうちゃく	します。
hikouki	wa	gogo	kuji	ni	touchaku	shimasu.
電車	は	午前	六時	に	出発	します。
でんしゃ	は	ごぜん	ろくじ	に	しゅっぱつ	し	
ます。
densha	wa	gozen	rokuji	ni	shuppatsu	shimasu.
電車	は	午後	二時	に	到着	します。
でんしゃ	は	ごご	にじ	に	とうちゃく	します。
densha	wa	gogo	niji	ni	touchaku	shimasu.

12	 飛行機	は	午前	二時	三十分	に	到着	します。
ひこうき	は	ごぜん	にじ	さんじゅっぶん	に	とう
ちゃく	します。
hikouki	wa	gozen	niji	sanjubbun	ni	touchaku	
shimasu.
バス	は	午後	六時	三十分	に	出発	します。
バス	は	ごご	ろくじ	さんじゅっぷん	に	しゅっぱ
つ	します。
basu	wa	gogo	rokuji	sanjuppun	ni	shuppatsu	
shimasu.
電車	は	午前	十一時	三十分	に	到着	します。
でんしゃ	は	ごぜん	じゅういちじ	さんじゅっぶ
ん	に	とうちゃく	します。
densha	wa	gozen	juuichiji	sanjubbun	ni	
touchaku	shimasu.

電車	は	午後	十時	三十分	に	出発	します。
でんしゃ	は	ごご	じゅうじ	さんじゅっぶん	に	し
ゅっぱつ	します。
densha	wa	gogo	juuji	sanjubbun	ni	shuppatsu	
shimasu.

13	 すみません。	今	何時	ですか。
すみません。	いま	なんじ	ですか。
sumimasen.	ima	nanji	desuka.
五時	です。
ごじ	です。
goji	desu.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
すみません。	今	何時	ですか。
すみません。	いま	なんじ	ですか。
sumimasen.	ima	nanji	desuka.
八時	三十分	です。
はちじ	さんじゅっぶん	です。
hachiji	sanjubbun	desu.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.

14	 今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
五時	十五分	です。
ごじ	じゅうごふん	です。
goji	juugofun	desu.
今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
五時	四十五分	です。
ごじ	よんじゅうごふん	です。
goji	yonjuugofun	desu.
今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
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一時	十五分	です。
いちじ	じゅうごふん	です。
ichiji	juugofun	desu.
今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
一時	四十五分	です。
いちじ	よんじゅうごふん	です。
ichiji	yonjuugofun	desu.

15	 私	は	チケット	を	買って	います。
わたし	は	チケット	を	かって	います。
watashi	wa	chiketto	o	katte	imasu.
私たち	は	チケット	を	持って	います。
わたしたち	は	チケット	を	もって	います。
watashitachi	wa	chiketto	o	motte	imasu.
チケット	が	いります。
チケット	が	いります。
chiketto	ga	irimasu.

16	 彼	の	スーツケース	は	赤い	です。
かれ	の	スーツケース	は	あかい	です。
kare	no	suutsukeesu	wa	akai	desu.
彼ら	の	スーツケース	は	黒い	です。
かれら	の	スーツケース	は	くろい	です。
karera	no	suutsukeesu	wa	kuroi	desu.
彼女	の	スーツケース	は	青い	です。
かのじょ	の	スーツケース	は	あおい	です。
kanojo	no	suutsukeesu	wa	aoi	desu.

17	 パスポート	は	スーツケース	の	中	に	あります。
パスポート	は	スーツケース	の	なか	に	あり	
ます。
pasupooto	wa	suutsukeesu	no	naka	ni	arimasu.
パスポート	は	電話	の	横	に	あります。
パスポート	は	でんわ	の	よこ	に	あります。
pasupooto	wa	denwa	no	yoko	ni	arimasu.
パスポート	は	地図	の	上	に	あります。
パスポート	は	ちず	の	うえ	に	あります。
pasupooto	wa	chizu	no	ue	ni	arimasu.

パスポート	は	チケット	の	横	に	あります。
パスポート	は	チケット	の	よこ	に	あります。
pasupooto	wa	chiketto	no	yoko	ni	arimasu.

18	 彼女	は	スーツケース	を	持って	います。
かのじょ	は	スーツケース	を	もって	います。
kanojo	wa	suutsukeesu	o	motte	imasu.
彼女	は	パスポート	を	持って	います。
かのじょ	は	パスポート	を	もって	います。
kanojo	wa	pasupooto	o	motte	imasu.
彼女	は	チケット	を	持って	います。
かのじょ	は	チケット	を	もって	います。
kanojo	wa	chiketto	o	motte	imasu.

19	 二時	間
にじ	かん
niji	kan
十八分
じゅうはっぷん
juuhappun
四十七秒
よんじゅうななびょう
yonjuunanabyou
三時	間
さんじ	かん
sanji	kan
九分
きゅうふん
kyuufun
五十六秒
ごじゅうろくびょう
gojuurokubyou

20	 私	は	チケット	を	二枚	買う	必要	が	あります。
わたし	は	チケット	を	にまい	かう	ひつよう	が	あ
ります。
watashi	wa	chiketto	o	nimai	kau	hitsuyou	ga	
arimasu.
六十	ユーロ	です。
ろくじゅう	ユーロ	です。
rokujuu	yuuro	desu.
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電車	は	何時	に	出発	しますか。
でんしゃ	は	なんじ	に	しゅっぱつ	しますか。
densha	wa	nanji	ni	shuppatsu	shimasuka.
電車	は	一時	三十分	に	出発	します。
でんしゃ	は	いちじ	さんじゅっぶん	に	しゅっぱ
つ	します。
densha	wa	ichiji	sanjubbun	ni	shuppatsu	
shimasu.
電車	は	三十分	後	に	出発	します。
でんしゃ	は	さんじゅっぶん	ご	に	しゅっぱつ	し
ます。
densha	wa	sanjubbun	go	ni	shuppatsu	shimasu.

21	 電車	は	何時	に	出発	しますか。
でんしゃ	は	なんじ	に	しゅっぱつ	しますか。
densha	wa	nanji	ni	shuppatsu	shimasuka.
電車	は	午前	八時	三十七分	に	出発	します。
でんしゃ	は	ごぜん	はちじ	さんじゅうななふん	
に	しゅっぱつ	します。
densha	wa	gozen	hachiji	sanjuunanafun	ni	
shuppatsu	shimasu.
バス	は	何時	に	到着	しますか。
バス	は	なんじ	に	とうちゃく	しますか。
basu	wa	nanji	ni	touchaku	shimasuka.
バス	は	午後	七時	十五分	に	到着	します。
バス	は	ごご	しちじ	じゅうごふん	に	とうちゃく	
します。
basu	wa	gogo	shichiji	juugofun	ni	touchaku	
shimasu.
フライト	は	何時	に	出発	しますか。
フライト	は	なんじ	に	しゅっぱつ	しますか。
furaito	wa	nanji	ni	shuppatsu	shimasuka.
フライト	は	午後	十二時	四十五分	に	出発	しま
す。
フライト	は	ごご	じゅうにじ	よんじゅうごふん	
に	しゅっぱつ	します。
furaito	wa	gogo	juuniji	yonjuugofun	ni	
shuppatsu	shimasu.

22	 この	フライト	は	何時	に	到着	しますか。
この	フライト	は	なんじ	に	とうちゃく	しま	
すか。
kono	furaito	wa	nanji	ni	touchaku	shimasuka.

どの	フライト	ですか。
どの	フライト	ですか。
dono	furaito	desuka.
パリ	から	の	フライト	です。
パリ	から	の	フライト	です。
pari	kara	no	furaito	desu.
午後	三時	四十二分	に	到着	します。
ごご	さんじ	よんじゅうにふん	に	とうちゃく	し
ます。
gogo	sanji	yonjuunifun	ni	touchaku	shimasu.
今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
午後	二時	四十二分	です。
ごご	にじ	よんじゅうにふん	です。
gogo	niji	yonjuunifun	desu.
飛行機	は	一時間	後	に	到着	します。
ひこうき	は	いちじかん	ご	に	とうちゃく	しま
す。
hikouki	wa	ichijikan	go	ni	touchaku	shimasu.

23	 五百四十	便
ごひゃくよんじゅう	びん
gohyakuyonjuu	bin
七百六十	便
ななひゃくろくじゅう	びん
nanahyakurokujuu	bin
三十六	番
さんじゅうろく	ばん
sanjuuroku	ban
百八	番
ひゃくはち	ばん
hyakuhachi	ban

24	 五十二	便	を	待って	いますか。
ごじゅうに	びん	を	まって	いますか。
gojuuni	bin	o	matte	imasuka.
はい。	何時	に	到着	しますか。
はい。	なんじ	に	とうちゃく	しますか。
hai.	nanji	ni	touchaku	shimasuka.
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五十二	便	は	十時	に	到着	します。
ごじゅうに	びん	は	じゅうじ	に	とうちゃく	し
ます。
gojuuni	bin	wa	juuji	ni	touchaku	shimasu.
四十四	番	の	電車	を	待って	いますか。
よんじゅうよん	ばん	の	でんしゃ	を	まって	いま
すか。
yonjuuyon	ban	no	densha	o	matte	imasuka.
いいえ、	私	は	三十三	番	の	電車	を	待って	い	
ます。
いいえ、	わたし	は	さんじゅうさん	ばん	の	でん
しゃ	を	まって	います。
iie,	watashi	wa	sanjuusan	ban	no	densha	o	
matte	imasu.
電車	は	一時	に	到着	します。
でんしゃ	は	いちじ	に	とうちゃく	します。
densha	wa	ichiji	ni	touchaku	shimasu.

25	 すみません。	電車	は	午後	七時	十五分	に	到着	し
ますか。
すみません。	でんしゃ	は	ごご	しちじ	じゅうご
ふん	に	とうちゃく	しますか。
sumimasen.	densha	wa	gogo	shichiji	juugofun	
ni	touchaku	shimasuka.
いいえ、	電車	は	一時	間	遅れて	います。	午後	八
時	十五分	に	到着	します。
いいえ、	でんしゃ	は	いちじ	かん	おくれて	いま
す。	ごご	はちじ	じゅうごふん	に	とうちゃく	
します。
iie,	densha	wa	ichiji	kan	okurete	imasu.	gogo	
hachiji	juugofun	ni	touchaku	shimasu.
すみません。	この	フライト	は	午前	八時	五十五
分	に	出発	しますか。
すみません。	この	フライト	は	ごぜん	はちじ	ご
じゅうごふん	に	しゅっぱつ	しますか。
sumimasen.	kono	furaito	wa	gozen	hachiji	
gojuugofun	ni	shuppatsu	shimasuka.
いいえ、	この	フライト	は	三十分	遅れて	いま
す。	午前	九時	二十五分	に	出発	します。
いいえ、	この	フライト	は	さんじゅっぶん	おく
れて	います。	ごぜん	くじ	にじゅうごふん	に	
しゅっぱつ	します。
iie,	kono	furaito	wa	sanjubbun	okurete	imasu.	
gozen	kuji	nijuugofun	ni	shuppatsu	shimasu.

26	 今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
午後	八時	二十五分	です。
ごご	はちじ	にじゅうごふん	です。
gogo	hachiji	nijuugofun	desu.
電車	は	遅れて	いますか。
でんしゃ	は	おくれて	いますか。
densha	wa	okurete	imasuka.
いいえ、	時間	通り	です。	九時	三十分	に	到着	し
ます。
いいえ、	じかん	どおり	です。	くじ	さんじゅっ
ぶん	に	とうちゃく	します。
iie,	jikan	doori	desu.	kuji	sanjubbun	ni	
touchaku	shimasu.

27	 こんにちは。	チケット	を	持って	いますか。
こんにちは。	チケット	を	もって	いますか。
konnichiwa.	chiketto	o	motte	imasuka.
はい。	チケット	を	持って	います。
はい。	チケット	を	もって	います。
hai.	chiketto	o	motte	imasu.
ありがとう	ございます。	パスポート	を	持って	
いますか。
ありがとう	ございます。	パスポート	を	もって	
いますか。
arigatou	gozaimasu.	pasupooto	o	motte	
imasuka.
はい。	パスポート	を	持って	います。
はい。	パスポート	を	もって	います。
hai.	pasupooto	o	motte	imasu.

28	 スーツケース	を	持って	いますか。
スーツケース	を	もって	いますか。
suutsukeesu	o	motte	imasuka.
はい。	スーツケース	を	持って	います。
はい。	スーツケース	を	もって	います。
hai.	suutsukeesu	o	motte	imasu.
この	フライト	は	時間	通り	ですか。
この	フライト	は	じかん	どおり	ですか。
kono	furaito	wa	jikan	doori	desuka.
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はい。	この	フライト	は	午後	四時	十五分	に	出発	
します。
はい。	この	フライト	は	ごご	よじ	じゅうごふん	
に	しゅっぱつ	します。
hai.	kono	furaito	wa	gogo	yoji	juugofun	ni	
shuppatsu	shimasu.
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.

29	 空港	まで	二十キロ	です。
くうこう	まで	にじゅっキロ	です。
kuukou	made	nijukkiro	desu.
ホテル	まで	十キロ	です。
ホテル	まで	じゅっキロ	です。
hoteru	made	jukkiro	desu.
ガソリンスタンド	まで	五	キロ	です。
ガソリンスタンド	まで	ご	キロ	です。
gasorinsutando	made	go	kiro	desu.
レストラン	まで	一	キロ	です。
レストラン	まで	いち	キロ	です。
resutoran	made	ichi	kiro	desu.

30	 女	の	人	は	自分	の	部屋	に	います。
おんな	の	ひと	は	じぶん	の	へや	に	います。
onna	no	hito	wa	jibun	no	heya	ni	imasu.
私たち	の	部屋	の	番号	は	三十一	です。
わたしたち	の	へや	の	ばんごう	は	さんじゅうい
ち	です。
watashitachi	no	heya	no	bangou	wa	sanjuuichi	
desu.
お部屋	は	こちら	です。
おへや	は	こちら	です。
oheya	wa	kochira	desu.

31	 彼女	の	席	の	番号	は	六十一	です。
かのじょ	の	せき	の	ばんごう	は	ろくじゅういち	
です。
kanojo	no	seki	no	bangou	wa	rokujuuichi	desu.

彼	の	部屋	の	番号	は	六十二	です。
かれ	の	へや	の	ばんごう	は	ろくじゅうに	です。
kare	no	heya	no	bangou	wa	rokujuuni	desu.
これ	は	六十三	ユーロ	です。
これ	は	ろくじゅうさん	ユーロ	です。
kore	wa	rokujuusan	yuuro	desu.
彼	は	六十四歳	です。
かれ	は	ろくじゅうよんさい	です。
kare	wa	rokujuuyonsai	desu.

32	 お席	の	番号	は	七十三	です。
おせき	の	ばんごう	は	ななじゅうさん	です。
oseki	no	bangou	wa	nanajuusan	desu.
お部屋	の	番号	は	七十四	です。
おへや	の	ばんごう	は	ななじゅうよん	です。
oheya	no	bangou	wa	nanajuuyon	desu.
これ	は	七十五	ドル	です。
これ	は	ななじゅうご	ドル	です。
kore	wa	nanajuugo	doru	desu.
ローマ	まで	七十六キロ	です。
ローマ	まで	ななじゅうろっキロ	です。
rooma	made	nanajuurokkiro	desu.

33	 お席	の	番号	は	八十五	です。
おせき	の	ばんごう	は	はちじゅうご	です。
oseki	no	bangou	wa	hachijuugo	desu.
お部屋	の	番号	は	八十六	です。
おへや	の	ばんごう	は	はちじゅうろく	です。
oheya	no	bangou	wa	hachijuuroku	desu.
これ	は	八十七	ドル	です。
これ	は	はちじゅうなな	ドル	です。
kore	wa	hachijuunana	doru	desu.
彼	は	八十八歳	です。
かれ	は	はちじゅうはっさい	です。
kare	wa	hachijuuhassai	desu.

34	 この	カメラ	は	九十九	ドル	です。
この	カメラ	は	きゅうじゅうきゅう	ドル	です。
kono	kamera	wa	kyuujuukyuu	doru	desu.
この	電話	は	九十三	ユーロ	です。
この	でんわ	は	きゅうじゅうさん	ユーロ	です。
kono	denwa	wa	kyuujuusan	yuuro	desu.
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この	コート	は	九十ポンド	です。
この	コート	は	きゅうじゅっポンド	です。
kono	kooto	wa	kyuujuppondo	desu.
この	くつ	は	九十六	ユーロ	です。
この	くつ	は	きゅうじゅうろく	ユーロ	です。
kono	kutsu	wa	kyuujuuroku	yuuro	desu.

35	 この	カメラ	は	いくら	ですか。
この	カメラ	は	いくら	ですか。
kono	kamera	wa	ikura	desuka.
これ	は	七十五	ユーロ	です。
これ	は	ななじゅうご	ユーロ	です。
kore	wa	nanajuugo	yuuro	desu.
この	サングラス	は	いくら	ですか。
この	サングラス	は	いくら	ですか。
kono	sangurasu	wa	ikura	desuka.
それ	は	八十ポンド	です。
それ	は	はちじゅっポンド	です。
sore	wa	hachijuppondo	desu.
この	ラジオ	は	いくら	ですか。
この	ラジオ	は	いくら	ですか。
kono	rajio	wa	ikura	desuka.
これ	は	六十四	ドル	です。
これ	は	ろくじゅうよん	ドル	です。
kore	wa	rokujuuyon	doru	desu.

36	 フライト	は	時間	通り	ですか。
フライト	は	じかん	どおり	ですか。
furaito	wa	jikan	doori	desuka.
いいえ。	遅れて	います。
いいえ。	おくれて	います。
iie.	okurete	imasu.
フライト	は	時間	通り	ですか。
フライト	は	じかん	どおり	ですか。
furaito	wa	jikan	doori	desuka.
はい。	時間	通り	です。
はい。	じかん	どおり	です。
hai.	jikan	doori	desu.

37	 フライト	は	何時	に	到着	しますか。
フライト	は	なんじ	に	とうちゃく	しますか。
furaito	wa	nanji	ni	touchaku	shimasuka.
フライト	は	七時	二十三分	に	到着	します。
フライト	は	しちじ	にじゅうさんぶん	に	とうち
ゃく	します。
furaito	wa	shichiji	nijuusanbun	ni	touchaku	
shimasu.
電車	は	何時	に	到着	しますか。
でんしゃ	は	なんじ	に	とうちゃく	しますか。
densha	wa	nanji	ni	touchaku	shimasuka.
電車	は	六時	五十四分	に	到着	します。
でんしゃ	は	ろくじ	ごじゅうよんぶん	に	とうち
ゃく	します。
densha	wa	rokuji	gojuuyonbun	ni	touchaku	
shimasu.
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1.4 コア	レッスン

01	 犬	は	泳ぐ	こと	が	できます。
いぬ	は	およぐ	こと	が	できます。
inu	wa	oyogu	koto	ga	dekimasu.
犬	は	運転する	こと	が	できません。
いぬ	は	うんてんする	こと	が	できません。
inu	wa	untensuru	koto	ga	dekimasen.
猫	は	走る	こと	が	できます。
ねこ	は	はしる	こと	が	できます。
neko	wa	hashiru	koto	ga	dekimasu.
猫	は	読む	こと	が	できません。
ねこ	は	よむ	こと	が	できません。
neko	wa	yomu	koto	ga	dekimasen.

02	 彼	は	泳ぐ	こと	が	できます。
かれ	は	およぐ	こと	が	できます。
kare	wa	oyogu	koto	ga	dekimasu.
赤ちゃん	は	泳ぐ	こと	が	できません。
あかちゃん	は	およぐ	こと	が	できません。
akachan	wa	oyogu	koto	ga	dekimasen.
馬	は	歩く	こと	が	できます。
うま	は	あるく	こと	が	できます。
uma	wa	aruku	koto	ga	dekimasu.
魚	は	歩く	こと	が	できません。
さかな	は	あるく	こと	が	できません。
sakana	wa	aruku	koto	ga	dekimasen.

03	 この	動物	は	泳ぐ	こと	が	できます。
この	どうぶつ	は	およぐ	こと	が	できます。
kono	doubutsu	wa	oyogu	koto	ga	dekimasu.
この	動物	は	泳ぐ	こと	が	できません。
この	どうぶつ	は	およぐ	こと	が	できません。
kono	doubutsu	wa	oyogu	koto	ga	dekimasen.
この	男	の	人	は	歩く	こと	が	できます。
この	おとこ	の	ひと	は	あるく	こと	が	できます。
kono	otoko	no	hito	wa	aruku	koto	ga	
dekimasu.
この	男	の	人	は	歩く	こと	が	できません。
この	おとこ	の	ひと	は	あるく	こと	が	できま	
せん。
kono	otoko	no	hito	wa	aruku	koto	ga	
dekimasen.

04	 彼	は	一日	に	六十キロ	運転する	こと	が	できま
す。
かれ	は	いちにち	に	ろくじゅっキロ	うんてんす
る	こと	が	できます。
kare	wa	ichinichi	ni	rokujukkiro	untensuru	
koto	ga	dekimasu.
彼	は	一日	に	六十キロ	歩く	こと	が	できません。
かれ	は	いちにち	に	ろくじゅっキロ	あるく	こと	
が	できません。
kare	wa	ichinichi	ni	rokujukkiro	aruku	koto	ga	
dekimasen.
彼女	は	十分	で	この	本	を	読む	こと	が	できます。
かのじょ	は	じゅっぷん	で	この	ほん	を	よむ	こと	
が	できます。
kanojo	wa	juppun	de	kono	hon	o	yomu	koto	
ga	dekimasu.
彼女	は	十分	で	この	本	を	読む	こと	が	できませ
ん。
かのじょ	は	じゅっぷん	で	この	ほん	を	よむ	こと	
が	できません。
kanojo	wa	juppun	de	kono	hon	o	yomu	koto	
ga	dekimasen.

05	 この	バス	で	美術館	まで	行く	こと	が	できます
か。
この	バス	で	びじゅつかん	まで	いく	こと	が	でき
ますか。
kono	basu	de	bijutsukan	made	iku	koto	ga	
dekimasuka.
はい、	できます。	美術館	の	前	に	バス停	が	あり
ます。
はい、	できます。	びじゅつかん	の	まえ	に	バス
てい	が	あります。
hai,	dekimasu.	bijutsukan	no	mae	ni	basutei	ga	
arimasu.
レストラン	まで	歩く	こと	が	できますか。
レストラン	まで	あるく	こと	が	できますか。
resutoran	made	aruku	koto	ga	dekimasuka.
いいえ、	できません。	レストラン	まで	十キロ	
です。
いいえ、	できません。	レストラン	まで	じゅっ
キロ	です。
iie,	dekimasen.	resutoran	made	jukkiro	desu.
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06	 この	電車	で	パリ	まで	行く	こと	が	できますか。
この	でんしゃ	で	パリ	まで	いく	こと	が	できま
すか。
kono	densha	de	pari	made	iku	koto	ga	
dekimasuka.
いいえ、	できません。	この	電車	は	パリ	まで	行
きません。
いいえ、	できません。	この	でんしゃ	は	パリ	ま
で	いきません。
iie,	dekimasen.	kono	densha	wa	pari	made	
ikimasen.
この	電車	で	バルセロナ	まで	行く	こと	が	できま
すか。
この	でんしゃ	で	バルセロナ	まで	いく	こと	が	で
きますか。
kono	densha	de	baruserona	made	iku	koto	ga	
dekimasuka.
はい、	できます。	電車	は	午後	六時	四十五分	に	
出発	します。
はい、	できます。	でんしゃ	は	ごご	ろくじ	よん
じゅうごふん	に	しゅっぱつ	します。
hai,	dekimasu.	densha	wa	gogo	rokuji	
yonjuugofun	ni	shuppatsu	shimasu.

07	 女の子	は	海岸	で	寝て	います。
おんなのこ	は	かいがん	で	ねて	います。
onnanoko	wa	kaigan	de	nete	imasu.
男	の	人	と	女	の	人	は	森	の	中	を	走って	います。
おとこ	の	ひと	と	おんな	の	ひと	は	もり	の	なか	を	
はしって	います。
otoko	no	hito	to	onna	no	hito	wa	mori	no	naka	
o	hashitte	imasu.
男の子たち	は	湖	で	泳いで	います。
おとこのこたち	は	みずうみ	で	およいで	い	
ます。
otokonokotachi	wa	mizuumi	de	oyoide	imasu.
男	の	人	は	山	を	歩いて	います。
おとこ	の	ひと	は	やま	を	あるいて	います。
otoko	no	hito	wa	yama	o	aruite	imasu.

08	 海岸
かいがん
kaigan
山
やま
yama
森
もり
mori
湖
みずうみ
mizuumi

09	 彼ら	は	山	に	行きます。
かれら	は	やま	に	いきます。
karera	wa	yama	ni	ikimasu.
彼ら	は	海岸	を	歩いて	います。
かれら	は	かいがん	を	あるいて	います。
karera	wa	kaigan	o	aruite	imasu.
彼ら	は	湖	に	行きます。
かれら	は	みずうみ	に	いきます。
karera	wa	mizuumi	ni	ikimasu.
彼ら	は	森	の	中	を	歩いて	います。
かれら	は	もり	の	なか	を	あるいて	います。
karera	wa	mori	no	naka	o	aruite	imasu.

10	 森	に	雨	が	降って	います。
もり	に	あめ	が	ふって	います。
mori	ni	ame	ga	futte	imasu.
山	に	雪	が	降って	います。
やま	に	ゆき	が	ふって	います。
yama	ni	yuki	ga	futte	imasu.
湖	に	雨	が	降って	います。
みずうみ	に	あめ	が	ふって	います。
mizuumi	ni	ame	ga	futte	imasu.
町	に	雪	が	降って	います。
まち	に	ゆき	が	ふって	います。
machi	ni	yuki	ga	futte	imasu.
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1.4 次のページへ

11	 今日、	山	は	晴れ	です。
きょう、	やま	は	はれ	です。
kyou,	yama	wa	hare	desu.
今日、	公園	は	曇り	です。
きょう、	こうえん	は	くもり	です。
kyou,	kouen	wa	kumori	desu.
今日、	海岸	は	晴れ	です。
きょう、	かいがん	は	はれ	です。
kyou,	kaigan	wa	hare	desu.
今日、	湖	は	曇り	です。
きょう、	みずうみ	は	くもり	です。
kyou,	mizuumi	wa	kumori	desu.

12	 どうして	スーツケース	が	ぬれて	いますか。
どうして	スーツケース	が	ぬれて	いますか。
doushite	suutsukeesu	ga	nurete	imasuka.
雨	が	降って	います	から、	スーツケース	が	ぬれ
て	います。
あめ	が	ふって	います	から、	スーツケース	が	ぬ
れて	います。
ame	ga	futte	imasu	kara,	suutsukeesu	ga	
nurete	imasu.
どうして	サングラス	を	かけて	いますか。
どうして	サングラス	を	かけて	いますか。
doushite	sangurasu	o	kakete	imasuka.
晴れて	います	から、	サングラス	を	かけて	い
ます。
はれて	います	から、	サングラス	を	かけて	い
ます。
harete	imasu	kara,	sangurasu	o	kakete	imasu.

13	 五十五	便	は	時間	通り	ですか。
ごじゅうご	びん	は	じかん	どおり	ですか。
gojuugo	bin	wa	jikan	doori	desuka.
いいえ、	遅れて	います。
いいえ、	おくれて	います。
iie,	okurete	imasu.
どうして	遅れて	いますか。
どうして	おくれて	いますか。
doushite	okurete	imasuka.
雪	が	降って	います	から、	遅れて	います。
ゆき	が	ふって	います	から、	おくれて	います。
yuki	ga	futte	imasu	kara,	okurete	imasu.

14	 雨	が	降って	いますか。
あめ	が	ふって	いますか。
ame	ga	futte	imasuka.
はい、	雨	が	降って	います。
はい、	あめ	が	ふって	います。
hai,	ame	ga	futte	imasu.
晴れ	ですか。
はれ	ですか。
hare	desuka.
はい、	晴れ	です。
はい、	はれ	です。
hai,	hare	desu.

15	 今日	は	雨	が	降ります。
きょう	は	あめ	が	ふります。
kyou	wa	ame	ga	furimasu.
雨	が	降って	います。
あめ	が	ふって	います。
ame	ga	futte	imasu.
今日	は	雪	が	降ります。
きょう	は	ゆき	が	ふります。
kyou	wa	yuki	ga	furimasu.
雪	が	降って	います。
ゆき	が	ふって	います。
yuki	ga	futte	imasu.

16	 今日、	山	は	寒い	です。
きょう、	やま	は	さむい	です。
kyou,	yama	wa	samui	desu.
今日、	海岸	は	寒い	です。
きょう、	かいがん	は	さむい	です。
kyou,	kaigan	wa	samui	desu.
今日、	森	の	中	は	暑い	です。
きょう、	もり	の	なか	は	あつい	です。
kyou,	mori	no	naka	wa	atsui	desu.
今日、	町	は	暑い	です。
きょう、	まち	は	あつい	です。
kyou,	machi	wa	atsui	desu.

17	 夏	の	エジプト	は	暑い	です。
なつ	の	エジプト	は	あつい	です。
natsu	no	ejiputo	wa	atsui	desu.
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冬	の	ロシア	は	寒い	です。
ふゆ	の	ロシア	は	さむい	です。
fuyu	no	roshia	wa	samui	desu.
冬	の	ニューヨーク	は	寒い	です。
ふゆ	の	ニューヨーク	は	さむい	です。
fuyu	no	nyuuyooku	wa	samui	desu.
夏	の	ローマ	は	暑い	です。
なつ	の	ローマ	は	あつい	です。
natsu	no	rooma	wa	atsui	desu.

18	 おはよう	ございます。	今日	は	暑い	です。
おはよう	ございます。	きょう	は	あつい	です。
ohayou	gozaimasu.	kyou	wa	atsui	desu.
明日	は	寒い	です。
あした	は	さむい	です。
ashita	wa	samui	desu.
水曜日	は	曇り	です。
すいようび	は	くもり	です。
suiyoubi	wa	kumori	desu.
木曜日	は	晴れ	です。
もくようび	は	はれ	です。
mokuyoubi	wa	hare	desu.

19	 外	で	夕ご飯	を	食べる	こと	が	できますか。
そと	で	ゆうごはん	を	たべる	こと	が	できま	
すか。
soto	de	yuugohan	o	taberu	koto	ga	
dekimasuka.
いいえ、	私たち	は	外	で	夕ご飯	を	食べる	こと	が	
できません。
いいえ、	わたしたち	は	そと	で	ゆうごはん	を	た
べる	こと	が	できません。
iie,	watashitachi	wa	soto	de	yuugohan	o	taberu	
koto	ga	dekimasen.
どうして	ですか。
どうして	ですか。
doushite	desuka.
雨	が	降ります	から。
あめ	が	ふります	から。
ame	ga	furimasu	kara.

20	 今日、	ぼく	は	泳いで	います。
きょう、	ぼく	は	およいで	います。
kyou,	boku	wa	oyoide	imasu.

明日、	ぼく	は	勉強	します。
あした、	ぼく	は	べんきょう	します。
ashita,	boku	wa	benkyou	shimasu.

21	 今日、	ぼく	は	泳いで	います。
きょう、	ぼく	は	およいで	います。
kyou,	boku	wa	oyoide	imasu.
明日、	ぼく	は	勉強	します。
あした、	ぼく	は	べんきょう	します。
ashita,	boku	wa	benkyou	shimasu.
水曜日	に	ぼく	は	サッカー	を	します。
すいようび	に	ぼく	は	サッカー	を	します。
suiyoubi	ni	boku	wa	sakkaa	o	shimasu.
木曜日	に	ぼく	は	テレビ	を	見ます。
もくようび	に	ぼく	は	テレビ	を	みます。
mokuyoubi	ni	boku	wa	terebi	o	mimasu.

22	 何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
私	は	チケット	を	買って	います。
わたし	は	チケット	を	かって	います。
watashi	wa	chiketto	o	katte	imasu.
どうして	チケット	を	買って	いますか。
どうして	チケット	を	かって	いますか。
doushite	chiketto	o	katte	imasuka.
明日、	私	は	コンサート	に	行きます	から、	チケ
ット	を	買って	います。
あした、	わたし	は	コンサート	に	いきます	か
ら、	チケット	を	かって	います。
ashita,	watashi	wa	konsaato	ni	ikimasu	kara,	
chiketto	o	katte	imasu.

23	 今日、	私	は	森	の	中	を	運転して	います。	明日、	
車	を	洗います。
きょう、	わたし	は	もり	の	なか	を	うんてんして	
います。	あした、	くるま	を	あらいます。
kyou,	watashi	wa	mori	no	naka	o	untenshite	
imasu.	ashita,	kuruma	o	araimasu.
今日、	私	は	かさ	を	買って	います。	明日、	雨	が	
降ります。
きょう、	わたし	は	かさ	を	かって	います。	あし
た、	あめ	が	ふります。
kyou,	watashi	wa	kasa	o	katte	imasu.	ashita,	
ame	ga	furimasu.
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今日、	私	は	働いて	います。	明日、	ゴルフ	を	し
ます。
きょう、	わたし	は	はたらいて	います。	あし
た、	ゴルフ	を	します。
kyou,	watashi	wa	hataraite	imasu.	ashita,	
gorufu	o	shimasu.
今日	は	雨	が	降って	います	が、	明日	は	晴れ		
です。
きょう	は	あめ	が	ふって	います	が、	あした	は	は
れ	です。
kyou	wa	ame	ga	futte	imasu	ga,	ashita	wa	hare	
desu.
今日	は	曇り	です	が、	明日	は	暑い	です。
きょう	は	くもり	です	が、	あした	は	あつい		
です。
kyou	wa	kumori	desu	ga,	ashita	wa	atsui	desu.
今日	は	雪	が	降って	います	が、	明日	は	雨	が	降り
ます。
きょう	は	ゆき	が	ふって	います	が、	あした	は	あ
め	が	ふります。
kyou	wa	yuki	ga	futte	imasu	ga,	ashita	wa	ame	
ga	furimasu.

24	 天気	は	どう	ですか。
てんき	は	どう	ですか。
tenki	wa	dou	desuka.
雨	が	降って	います。
あめ	が	ふって	います。
ame	ga	futte	imasu.
天気	は	どう	ですか。
てんき	は	どう	ですか。
tenki	wa	dou	desuka.
晴れ	です。
はれ	です。
hare	desu.
天気	は	どう	ですか。
てんき	は	どう	ですか。
tenki	wa	dou	desuka.
雪	が	降って	います。
ゆき	が	ふって	います。
yuki	ga	futte	imasu.

25	 天気	は	どう	ですか。
てんき	は	どう	ですか。
tenki	wa	dou	desuka.
寒い	です。	雪	が	降って	います。
さむい	です。	ゆき	が	ふって	います。
samui	desu.	yuki	ga	futte	imasu.
天気	は	どう	ですか。
てんき	は	どう	ですか。
tenki	wa	dou	desuka.
暑い	です。	晴れ	です。
あつい	です。	はれ	です。
atsui	desu.	hare	desu.

26	 明日	は	雨	が	降りますか。
あした	は	あめ	が	ふりますか。
ashita	wa	ame	ga	furimasuka.
いいえ、	明日	は	晴れ	です。
いいえ、	あした	は	はれ	です。
iie,	ashita	wa	hare	desu.
今週	は	雪	が	降りますか。
こんしゅう	は	ゆき	が	ふりますか。
konshuu	wa	yuki	ga	furimasuka.
いいえ、	今週	は	雪	が	降りません。
いいえ、	こんしゅう	は	ゆき	が	ふりません。
iie,	konshuu	wa	yuki	ga	furimasen.

27	 彼	は	これから	走ります。
かれ	は	これから	はしります。
kare	wa	korekara	hashirimasu.
彼ら	は	これから	夕ご飯	を	食べます。
かれら	は	これから	ゆうごはん	を	たべます。
karera	wa	korekara	yuugohan	o	tabemasu.
私たち	は	これから	泳ぎます。
わたしたち	は	これから	およぎます。
watashitachi	wa	korekara	oyogimasu.

28	 明日、	海岸	に	行く	こと	が	できますか。
あした、	かいがん	に	いく	こと	が	できますか。
ashita,	kaigan	ni	iku	koto	ga	dekimasuka.
いいえ、	できません。
いいえ、	できません。
iie,	dekimasen.
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どうして	ですか。
どうして	ですか。
doushite	desuka.
今日	は	曇り	です。	明日	は	雨	が	降ります。
きょう	は	くもり	です。	あした	は	あめ	が	ふり
ます。
kyou	wa	kumori	desu.	ashita	wa	ame	ga	
furimasu.
土曜日	に	行く	こと	が	できます。
どようび	に	いく	こと	が	できます。
doyoubi	ni	iku	koto	ga	dekimasu.

29	 いつ	昼ご飯	を	食べますか。
いつ	ひるごはん	を	たべますか。
itsu	hirugohan	o	tabemasuka.
泳いで	から	昼ご飯	を	食べます。
およいで	から	ひるごはん	を	たべます。
oyoide	kara	hirugohan	o	tabemasu.
いつ	サッカー	を	しますか。
いつ	サッカー	を	しますか。
itsu	sakkaa	o	shimasuka.
食べて	から	サッカー	を	します。
たべて	から	サッカー	を	します。
tabete	kara	sakkaa	o	shimasu.

30	 私たち	は	これから	夕ご飯	を	食べます。
わたしたち	は	これから	ゆうごはん	を	たべ	
ます。
watashitachi	wa	korekara	yuugohan	o	
tabemasu.
彼ら	は	これから	サッカー	を	します。
かれら	は	これから	サッカー	を	します。
karera	wa	korekara	sakkaa	o	shimasu.
私	は	これから	昼ご飯	を	食べます。
わたし	は	これから	ひるごはん	を	たべます。
watashi	wa	korekara	hirugohan	o	tabemasu.
私	は	これから	サッカー	を	します。
わたし	は	これから	サッカー	を	します。
watashi	wa	korekara	sakkaa	o	shimasu.

1.5 マイルストーン

01	 今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
三時	四十二分	です。
さんじ	よんじゅうにふん	です。
sanji	yonjuunifun	desu.

02	 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	黒い	スカート	の	方	が	好き	です。
わたし	は	くろい	スカート	の	ほう	が	すき	です。
watashi	wa	kuroi	sukaato	no	hou	ga	suki	desu.

03	 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.

04	 今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
四時	十五分	です。
よじ	じゅうごふん	です。
yoji	juugofun	desu.

05	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。	地図	を	ください。
こんにちは。	ちず	を	ください。
konnichiwa.	chizu	o	kudasai.

06	 どこ	に	行きますか。
どこ	に	いきますか。
doko	ni	ikimasuka.
私	は	美術館	に	行きます。
わたし	は	びじゅつかん	に	いきます。
watashi	wa	bijutsukan	ni	ikimasu.
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07	 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.

08	 右	に	曲がりますか。	左	に	曲がりますか。
みぎ	に	まがりますか。	ひだり	に	まがりま	
すか。
migi	ni	magarimasuka.	hidari	ni	magarimasuka.
左	に	曲がって	ください。
ひだり	に	まがって	ください。
hidari	ni	magatte	kudasai.

09	 まっすぐ	行きますか。	右	に	曲がりますか。
まっすぐ	いきますか。	みぎ	に	まがりますか。
massugu	ikimasuka.	migi	ni	magarimasuka.
まっすぐ	行って	ください。
まっすぐ	いって	ください。
massugu	itte	kudasai.

10	 ガソリン	が	いりますか。
ガソリン	が	いりますか。
gasorin	ga	irimasuka.
いいえ。	いりません。
いいえ。	いりません。
iie.	irimasen.

11	 右	ですか。	左	ですか。
みぎ	ですか。	ひだり	ですか。
migi	desuka.	hidari	desuka.
右	です。
みぎ	です。
migi	desu.

12	 今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
五時	です。
ごじ	です。
goji	desu.

13	 フォスター	さん、	こんにちは。
フォスター	さん、	こんにちは。
fosutaa	san,	konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
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01	 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.
彼	は	走りました。
かれ	は	はしりました。
kare	wa	hashirimashita.
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	食べました。
かれ	は	たべました。
kare	wa	tabemashita.

02	 彼女	は	本	を	買って	います。
かのじょ	は	ほん	を	かって	います。
kanojo	wa	hon	o	katte	imasu.
彼女	は	本	を	買いました。
かのじょ	は	ほん	を	かいました。
kanojo	wa	hon	o	kaimashita.
彼	は	サッカー	を	して	います。
かれ	は	サッカー	を	して	います。
kare	wa	sakkaa	o	shite	imasu.
彼	は	サッカー	を	しました。
かれ	は	サッカー	を	しました。
kare	wa	sakkaa	o	shimashita.

03	 私	は	新聞	を	売って	います。
わたし	は	しんぶん	を	うって	います。
watashi	wa	shinbun	o	utte	imasu.
私	は	新聞	を	売りました。
わたし	は	しんぶん	を	うりました。
watashi	wa	shinbun	o	urimashita.
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.
私	は	本	を	四冊	読みました。
わたし	は	ほん	を	よんさつ	よみました。
watashi	wa	hon	o	yonsatsu	yomimashita.

04	 彼女	は	服	を	買います。
かのじょ	は	ふく	を	かいます。
kanojo	wa	fuku	o	kaimasu.
彼女	は	服	を	買って	います。
かのじょ	は	ふく	を	かって	います。
kanojo	wa	fuku	o	katte	imasu.
彼女	は	服	を	買いました。
かのじょ	は	ふく	を	かいました。
kanojo	wa	fuku	o	kaimashita.

05	 私	は	チョコレート	を	食べます。
わたし	は	チョコレート	を	たべます。
watashi	wa	chokoreeto	o	tabemasu.
私	は	チョコレート	を	食べて	います。
わたし	は	チョコレート	を	たべて	います。
watashi	wa	chokoreeto	o	tabete	imasu.
私	は	チョコレート	を	食べました。
わたし	は	チョコレート	を	たべました。
watashi	wa	chokoreeto	o	tabemashita.

06	 彼	は	泳ぎます。
かれ	は	およぎます。
kare	wa	oyogimasu.
彼	は	泳いで	います。
かれ	は	およいで	います。
kare	wa	oyoide	imasu.
彼	は	泳ぎました。
かれ	は	およぎました。
kare	wa	oyogimashita.
私	は	泳ぎます。
わたし	は	およぎます。
watashi	wa	oyogimasu.
私	は	泳いで	います。
わたし	は	およいで	います。
watashi	wa	oyoide	imasu.
私	は	泳ぎました。
わたし	は	およぎました。
watashi	wa	oyogimashita.
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07	 彼女	は	泳ぎます。
かのじょ	は	およぎます。
kanojo	wa	oyogimasu.
彼女	は	泳いで	います。
かのじょ	は	およいで	います。
kanojo	wa	oyoide	imasu.
彼女	は	泳ぎました。
かのじょ	は	およぎました。
kanojo	wa	oyogimashita.
私	は	泳ぎます。
わたし	は	およぎます。
watashi	wa	oyogimasu.
私	は	泳いで	います。
わたし	は	およいで	います。
watashi	wa	oyoide	imasu.
私	は	泳ぎました。
わたし	は	およぎました。
watashi	wa	oyogimashita.

08	 泳ぎましたか。
およぎましたか。
oyogimashitaka.
いいえ、	泳ぎません	でした。	走りました。
いいえ、	およぎません	でした。	はしりま	
した。
iie,	oyogimasen	deshita.	hashirimashita.
本	を	買いましたか。
ほん	を	かいましたか。
hon	o	kaimashitaka.
いいえ、	本	は	買いません	でした。	新聞	を	買い
ました。
いいえ、	ほん	は	かいません	でした。	しんぶん	
を	かいました。
iie,	hon	wa	kaimasen	deshita.	shinbun	o	
kaimashita.

09	 この	本	を	読みますか。
この	ほん	を	よみますか。
kono	hon	o	yomimasuka.
はい。	読みます。
はい。	よみます。
hai.	yomimasu.

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.
この	本	を	読みましたか。
この	ほん	を	よみましたか。
kono	hon	o	yomimashitaka.
はい、	読みました。
はい、	よみました。
hai,	yomimashita.

10	 今日	は	火曜日	です。	ぼく	は	学校	に	います。
きょう	は	かようび	です。	ぼく	は	がっこう	に	い
ます。
kyou	wa	kayoubi	desu.	boku	wa	gakkou	ni	
imasu.
昨日、	ぼく	は	湖	で	泳ぎました。
きのう、	ぼく	は	みずうみ	で	およぎました。
kinou,	boku	wa	mizuumi	de	oyogimashita.
明日、	ぼく	は	おばあさん	の	家	に	行きます。
あした、	ぼく	は	おばあさん	の	いえ	に	いきま
す。
ashita,	boku	wa	obaasan	no	ie	ni	ikimasu.

11	 昨日、	私	は	肉	と	野菜	を	買いました。
きのう、	わたし	は	にく	と	やさい	を	かいまし
た。
kinou,	watashi	wa	niku	to	yasai	o	kaimashita.
今日、	私	は	料理して	います。
きょう、	わたし	は	りょうりして	います。
kyou,	watashi	wa	ryourishite	imasu.
昨日、	私	は	十キロ	走りました。
きのう、	わたし	は	じゅっキロ	はしりました。
kinou,	watashi	wa	jukkiro	hashirimashita.
今日、	私	は	泳いで	います。
きょう、	わたし	は	およいで	います。
kyou,	watashi	wa	oyoide	imasu.

12	 昨日、	彼女	は	テニス	を	しました。
きのう、	かのじょ	は	テニス	を	しました。
kinou,	kanojo	wa	tenisu	o	shimashita.
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今日、	私たち	は	海岸	に	います。
きょう、	わたしたち	は	かいがん	に	います。
kyou,	watashitachi	wa	kaigan	ni	imasu.
明日、	彼ら	は	おじいさん	の	家	に	行きます。
あした、	かれら	は	おじいさん	の	いえ	に	いき
ます。
ashita,	karera	wa	ojiisan	no	ie	ni	ikimasu.

13	 昨日、	私	は	新聞	を	買いました。
きのう、	わたし	は	しんぶん	を	かいました。
kinou,	watashi	wa	shinbun	o	kaimashita.
今日、	私	は	新聞	を	読んで	います。
きょう、	わたし	は	しんぶん	を	よんで	います。
kyou,	watashi	wa	shinbun	o	yonde	imasu.
昨日、	私	は	本	を	買いました。
きのう、	わたし	は	ほん	を	かいました。
kinou,	watashi	wa	hon	o	kaimashita.
今日、	私	は	本	を	読んで	います。
きょう、	わたし	は	ほん	を	よんで	います。
kyou,	watashi	wa	hon	o	yonde	imasu.

14	 先週	の	水曜日	に、	彼	は	電車	の	チケット	を	買い
ました。
せんしゅう	の	すいようび	に、	かれ	は	でんしゃ	
の	チケット	を	かいました。
senshuu	no	suiyoubi	ni,	kare	wa	densha	no	
chiketto	o	kaimashita.
今日、	彼	は	電車	で	パリ	に	行きます。
きょう、	かれ	は	でんしゃ	で	パリ	に	いきます。
kyou,	kare	wa	densha	de	pari	ni	ikimasu.
先週	の	月曜日	に、	彼女	は	新しい	くつ	を	買いま
した。
せんしゅう	の	げつようび	に、	かのじょ	は	あた
らしい	くつ	を	かいました。
senshuu	no	getsuyoubi	ni,	kanojo	wa	atarashii	
kutsu	o	kaimashita.
今日、	彼女	は	走って	います。
きょう、	かのじょ	は	はしって	います。
kyou,	kanojo	wa	hashitte	imasu.

15	 先週	の	木曜日	に、	私	は	家	を	買いました。
せんしゅう	の	もくようび	に、	わたし	は	いえ	を	
かいました。
senshuu	no	mokuyoubi	ni,	watashi	wa	ie	o	
kaimashita.

今日、	私	は	テーブル	と	椅子	を	買って	います。
きょう、	わたし	は	テーブル	と	いす	を	かって	い
ます。
kyou,	watashi	wa	teeburu	to	isu	o	katte	imasu.
先週	の	月曜日	に、	彼女	は	車	を	売りました。
せんしゅう	の	げつようび	に、	かのじょ	は	くる
ま	を	うりました。
senshuu	no	getsuyoubi	ni,	kanojo	wa	kuruma	o	
urimashita.
今日、	彼女	は	バス	に	乗って	います。
きょう、	かのじょ	は	バス	に	のって	います。
kyou,	kanojo	wa	basu	ni	notte	imasu.

16	 先週	の	金曜日	に、	私	は	新聞	を	買いました。
せんしゅう	の	きんようび	に、	わたし	は	しんぶ
ん	を	かいました。
senshuu	no	kinyoubi	ni,	watashi	wa	shinbun	o	
kaimashita.
先週	の	火曜日	に、	私	は	一	キロ	泳ぎました。
せんしゅう	の	かようび	に、	わたし	は	いち	キロ	
およぎました。
senshuu	no	kayoubi	ni,	watashi	wa	ichi	kiro	
oyogimashita.
先週、	私	は	本	を	二冊	読みました。
せんしゅう、	わたし	は	ほん	を	にさつ	よみま
した。
senshuu,	watashi	wa	hon	o	nisatsu	
yomimashita.

17	 来週、	彼	は	湖	に	行きます。
らいしゅう、	かれ	は	みずうみ	に	いきます。
raishuu,	kare	wa	mizuumi	ni	ikimasu.
来月、	私たち	は	友達	の	家	に	行きます。
らいげつ、	わたしたち	は	ともだち	の	いえ	に	い
きます。
raigetsu,	watashitachi	wa	tomodachi	no	ie	ni	
ikimasu.
来年、	私	は	六歳	に	なります。
らいねん、	わたし	は	ろくさい	に	なります。
rainen,	watashi	wa	rokusai	ni	narimasu.



30

2.1 次のページへ

18	 いつ	山	に	行きますか。
いつ	やま	に	いきますか。
itsu	yama	ni	ikimasuka.
来週	山	に	行きます。
らいしゅう	やま	に	いきます。
raishuu	yama	ni	ikimasu.
いつ	バルセロナ	に	行きますか。
いつ	バルセロナ	に	いきますか。
itsu	baruserona	ni	ikimasuka.
来週	バルセロナ	に	行きます。
らいしゅう	バルセロナ	に	いきます。
raishuu	baruserona	ni	ikimasu.

19	 にんじん	を	食べましたか。
にんじん	を	たべましたか。
ninjin	o	tabemashitaka.
はい。	にんじん	を	食べました。
はい。	にんじん	を	たべました。
hai.	ninjin	o	tabemashita.
昨日	サッカー	を	しましたか。
きのう	サッカー	を	しましたか。
kinou	sakkaa	o	shimashitaka.
いいえ、	来週	サッカー	を	します。
いいえ、	らいしゅう	サッカー	を	します。
iie,	raishuu	sakkaa	o	shimasu.

20	 先週	この	レストラン	で	食べましたか。
せんしゅう	この	レストラン	で	たべましたか。
senshuu	kono	resutoran	de	tabemashitaka.
いいえ、	来週	この	レストラン	で	食べます。
いいえ、	らいしゅう	この	レストラン	で	たべ
ます。
iie,	raishuu	kono	resutoran	de	tabemasu.
来週	テニス	を	しますか。
らいしゅう	テニス	を	しますか。
raishuu	tenisu	o	shimasuka.
いいえ、	先週	テニス	を	しました。
いいえ、	せんしゅう	テニス	を	しました。
iie,	senshuu	tenisu	o	shimashita.

21	 先週	の	火曜日	に、	私	は	ゴルフ	を	しました。
せんしゅう	の	かようび	に、	わたし	は	ゴルフ	を	
しました。
senshuu	no	kayoubi	ni,	watashi	wa	gorufu	o	
shimashita.
来週	の	火曜日	に、	私	は	祖母	の	家	に	行きます。
らいしゅう	の	かようび	に、	わたし	は	そぼ	の	い
え	に	いきます。
raishuu	no	kayoubi	ni,	watashi	wa	sobo	no	ie	ni	
ikimasu.
先週	の	月曜日	に、	私	は	車	を	売りました。
せんしゅう	の	げつようび	に、	わたし	は	くるま	
を	うりました。
senshuu	no	getsuyoubi	ni,	watashi	wa	kuruma	
o	urimashita.
来週	の	月曜日	に、	私	は	新しい	車	を	買います。
らいしゅう	の	げつようび	に、	わたし	は	あたら
しい	くるま	を	かいます。
raishuu	no	getsuyoubi	ni,	watashi	wa	atarashii	
kuruma	o	kaimasu.

22	 本	を	三冊	読みましたね。
ほん	を	さんさつ	よみましたね。
hon	o	sansatsu	yomimashitane.
犬	を	買いましたね。
いぬ	を	かいましたね。
inu	o	kaimashitane.
サンドイッチ	を	六個	食べましたね。
サンドイッチ	を	ろっこ	たべましたね。
sandoicchi	o	rokko	tabemashitane.

23	 六キロ	走りましたね。
ろっキロ	はしりましたね。
rokkiro	hashirimashitane.
本	を	書きましたね。
ほん	を	かきましたね。
hon	o	kakimashitane.
今日	車	を	二台	売りましたね。
きょう	くるま	を	にだい	うりましたね。
kyou	kuruma	o	nidai	urimashitane.
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24	 辞書
じしょ
jisho
辞書
じしょ
jisho
辞書
じしょ
jisho
ノート
ノート
nooto
ノート
ノート
nooto
机
つくえ
tsukue

25	 切手
きって
kitte
切手
きって
kitte
切手
きって
kitte
封筒
ふうとう
fuutou
封筒
ふうとう
fuutou
Eメール
Eメール
Emeeru

26	 切手
きって
kitte
封筒
ふうとう
fuutou
Eメール
Eメール
Emeeru
机
つくえ
tsukue
辞書
じしょ
jisho
ノート
ノート
nooto

27	 ノート	は	机	の	上	に	あります。
ノート	は	つくえ	の	うえ	に	あります。
nooto	wa	tsukue	no	ue	ni	arimasu.
切手	は	机	の	上	に	あります。
きって	は	つくえ	の	うえ	に	あります。
kitte	wa	tsukue	no	ue	ni	arimasu.
封筒	は	机	の	下	に	あります。
ふうとう	は	つくえ	の	した	に	あります。
fuutou	wa	tsukue	no	shita	ni	arimasu.

28	 辞書	を	持って	いますか。
じしょ	を	もって	いますか。
jisho	o	motte	imasuka.
いいえ、	でも	先生	が	持って	います。
いいえ、	でも	せんせい	が	もって	います。
iie,	demo	sensei	ga	motte	imasu.
辞書	を	持って	いますか。
じしょ	を	もって	いますか。
jisho	o	motte	imasuka.
はい。	辞書	は	私	の	机	の	上	に	あります。
はい。	じしょ	は	わたし	の	つくえ	の	うえ	に	あり
ます。
hai.	jisho	wa	watashi	no	tsukue	no	ue	ni	arimasu.
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29	 何	を	して	いますか。
なに	を	して	いますか。
nani	o	shite	imasuka.
手紙	を	書いて	います。
てがみ	を	かいて	います。
tegami	o	kaite	imasu.
切手	が	いりますか。
きって	が	いりますか。
kitte	ga	irimasuka.
いいえ、	昨日	切手	を	買いました。
いいえ、	きのう	きって	を	かいました。
iie,	kinou	kitte	o	kaimashita.
封筒	を	買いましたか。
ふうとう	を	かいましたか。
fuutou	o	kaimashitaka.
はい、	先週	封筒	を	買いました。
はい、	せんしゅう	ふうとう	を	かいました。
hai,	senshuu	fuutou	o	kaimashita.

30	 一番	年上	の	女の子	は	年下	の	女の子たち	に	本	を	
読んで	います。
いちばん	としうえ	の	おんなのこ	は	としした	の	
おんなのこたち	に	ほん	を	よんで	います。
ichiban	toshiue	no	onnanoko	wa	toshishita	no	
onnanokotachi	ni	hon	o	yonde	imasu.
彼女	は	両親	に	手紙	を	書いて	います。
かのじょ	は	りょうしん	に	てがみ	を	かいて	い
ます。
kanojo	wa	ryoushin	ni	tegami	o	kaite	imasu.
彼女	は	男	の	人	に	ノート	を	売って	います。
かのじょ	は	おとこ	の	ひと	に	ノート	を	うって	い
ます。
kanojo	wa	otoko	no	hito	ni	nooto	o	utte	imasu.
彼	は	友達	に	Eメール	を	書いて	います。
かれ	は	ともだち	に	Eメール	を	かいて	います。
kare	wa	tomodachi	ni	Emeeru	o	kaite	imasu.

31	 彼	は	奥さん	に	アクセサリー	を	あげます。
かれ	は	おくさん	に	アクセサリー	を	あげます。
kare	wa	okusan	ni	akusesarii	o	agemasu.
女の子	は	友達	に	ノート	を	あげます。
おんなのこ	は	ともだち	に	ノート	を	あげます。
onnanoko	wa	tomodachi	ni	nooto	o	agemasu.

ぼく	は	先生	に	りんご	を	あげます。
ぼく	は	せんせい	に	りんご	を	あげます。
boku	wa	sensei	ni	ringo	o	agemasu.

32	 彼女	は	おじいさん	に	手紙	を	書いて	います。
かのじょ	は	おじいさん	に	てがみ	を	かいて	い
ます。
kanojo	wa	ojiisan	ni	tegami	o	kaite	imasu.
彼女	は	おじいさん	に	手紙	を	書きました。
かのじょ	は	おじいさん	に	てがみ	を	かきま	
した。
kanojo	wa	ojiisan	ni	tegami	o	kakimashita.
彼	は	生徒	に	本	を	あげます。
かれ	は	せいと	に	ほん	を	あげます。
kare	wa	seito	ni	hon	o	agemasu.
彼	は	生徒	に	本	を	あげました。
かれ	は	せいと	に	ほん	を	あげました。
kare	wa	seito	ni	hon	o	agemashita.
私	は	母	に	Eメール	を	書いて	います。
わたし	は	はは	に	Eメール	を	かいて	います。
watashi	wa	haha	ni	Emeeru	o	kaite	imasu.
私	は	母	に	Eメール	を	書きました。
わたし	は	はは	に	Eメール	を	かきました。
watashi	wa	haha	ni	Emeeru	o	kakimashita.

33	 先生	は	生徒	に	辞書	を	あげます。
せんせい	は	せいと	に	じしょ	を	あげます。
sensei	wa	seito	ni	jisho	o	agemasu.
先生	は	生徒	に	辞書	を	あげました。
せんせい	は	せいと	に	じしょ	を	あげました。
sensei	wa	seito	ni	jisho	o	agemashita.
彼	は	奥さん	に	花	を	あげます。
かれ	は	おくさん	に	はな	を	あげます。
kare	wa	okusan	ni	hana	o	agemasu.
彼	は	奥さん	に	花	を	あげました。
かれ	は	おくさん	に	はな	を	あげました。
kare	wa	okusan	ni	hana	o	agemashita.

34	 妹	に	自転車	を	あげましたか。
いもうと	に	じてんしゃ	を	あげましたか。
imouto	ni	jitensha	o	agemashitaka.
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いいえ、	弟	に	自転車	を	あげました。
いいえ、	おとうと	に	じてんしゃ	を	あげまし
た。
iie,	otouto	ni	jitensha	o	agemashita.
先生	に	りんご	を	あげましたか。
せんせい	に	りんご	を	あげましたか。
sensei	ni	ringo	o	agemashitaka.
いいえ、	私	が	りんご	を	食べました。
いいえ、	わたし	が	りんご	を	たべました。
iie,	watashi	ga	ringo	o	tabemashita.
今朝	新聞	を	読みましたか。
けさ	しんぶん	を	よみましたか。
kesa	shinbun	o	yomimashitaka.
いいえ、	主人	に	あげました。
いいえ、	しゅじん	に	あげました。
iie,	shujin	ni	agemashita.

35	 ぼく	は	弟	に	ボール	を	あげます。
ぼく	は	おとうと	に	ボール	を	あげます。
boku	wa	otouto	ni	booru	o	agemasu.
ぼく	は	妹	に	ペン	を	あげました。
ぼく	は	いもうと	に	ペン	を	あげました。
boku	wa	imouto	ni	pen	o	agemashita.
ぼく	は	お姉さん	に	ボール	を	あげます。
ぼく	は	おねえさん	に	ボール	を	あげます。
boku	wa	oneesan	ni	booru	o	agemasu.
私	は	弟	に	ペン	を	あげました。
わたし	は	おとうと	に	ペン	を	あげました。
watashi	wa	otouto	ni	pen	o	agemashita.

2.2 コア	レッスン

01	 理科
りか
rika
理科
りか
rika
理科
りか
rika
美術
びじゅつ
bijutsu
美術
びじゅつ
bijutsu
数学
すうがく
suugaku

02	 私	は	音楽	を	教えて	います。
わたし	は	おんがく	を	おしえて	います。
watashi	wa	ongaku	o	oshiete	imasu.
彼女	は	歴史	を	勉強して	います。
かのじょ	は	れきし	を	べんきょうして	います。
kanojo	wa	rekishi	o	benkyoushite	imasu.
彼	は	数学	を	教えて	います。
かれ	は	すうがく	を	おしえて	います。
kare	wa	suugaku	o	oshiete	imasu.

03	 理科
りか
rika
美術
びじゅつ
bijutsu
算数
さんすう
sansuu
音楽
おんがく
ongaku
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歴史
れきし
rekishi
日本語
にほんご
nihongo

04	 昨日、	何	を	勉強	しましたか。
きのう、	なに	を	べんきょう	しましたか。
kinou,	nani	o	benkyou	shimashitaka.
昨日、	音楽	を	勉強	しました。
きのう、	おんがく	を	べんきょう	しました。
kinou,	ongaku	o	benkyou	shimashita.
今日、	何	を	勉強	しますか。
きょう、	なに	を	べんきょう	しますか。
kyou,	nani	o	benkyou	shimasuka.
今日、	算数	を	勉強	します。
きょう、	さんすう	を	べんきょう	します。
kyou,	sansuu	o	benkyou	shimasu.
明日、	何	を	勉強	しますか。
あした、	なに	を	べんきょう	しますか。
ashita,	nani	o	benkyou	shimasuka.
明日、	理科	を	勉強	します。
あした、	りか	を	べんきょう	します。
ashita,	rika	o	benkyou	shimasu.

05	 昨日、	何	を	勉強	しましたか。
きのう、	なに	を	べんきょう	しましたか。
kinou,	nani	o	benkyou	shimashitaka.
昨日、	歴史	と	美術	を	勉強	しました。
きのう、	れきし	と	びじゅつ	を	べんきょう	しま
した。
kinou,	rekishi	to	bijutsu	o	benkyou	shimashita.
昨日、	何	を	勉強	しましたか。
きのう、	なに	を	べんきょう	しましたか。
kinou,	nani	o	benkyou	shimashitaka.
昨日、	理科	と	音楽	を	勉強	しました。
きのう、	りか	と	おんがく	を	べんきょう	しま
した。
kinou,	rika	to	ongaku	o	benkyou	shimashita.

06	 彼	は	食べて	います。
かれ	は	たべて	います。
kare	wa	tabete	imasu.
彼	は	食べました。
かれ	は	たべました。
kare	wa	tabemashita.
彼ら	は	食べて	います。
かれら	は	たべて	います。
karera	wa	tabete	imasu.
彼ら	は	食べました。
かれら	は	たべました。
karera	wa	tabemashita.

07	 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.
彼女	は	走りました。
かのじょ	は	はしりました。
kanojo	wa	hashirimashita.
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	走りました。
おんな	の	ひとたち	は	はしりました。
onna	no	hitotachi	wa	hashirimashita.

08	 いつ	テニス	を	しましたか。
いつ	テニス	を	しましたか。
itsu	tenisu	o	shimashitaka.
今朝	テニス	を	しました。
けさ	テニス	を	しました。
kesa	tenisu	o	shimashita.
今日、	子供たち	は	サッカー	を	しましたか。
きょう、	こどもたち	は	サッカー	を	しました
か。
kyou,	kodomotachi	wa	sakkaa	o	shimashitaka.
いいえ、	昨日	サッカー	を	しました。
いいえ、	きのう	サッカー	を	しました。
iie,	kinou	sakkaa	o	shimashita.
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09	 私たち	は	夕ご飯	を	食べました。
わたしたち	は	ゆうごはん	を	たべました。
watashitachi	wa	yuugohan	o	tabemashita.
私たち	は	公園	まで	走りました。
わたしたち	は	こうえん	まで	はしりました。
watashitachi	wa	kouen	made	hashirimashita.
私たち	は	ゴルフ	を	しました。
わたしたち	は	ゴルフ	を	しました。
watashitachi	wa	gorufu	o	shimashita.

10	 私	は	朝ご飯	を	食べました。
わたし	は	あさごはん	を	たべました。
watashi	wa	asagohan	o	tabemashita.
彼女	は	朝ご飯	を	食べました。
かのじょ	は	あさごはん	を	たべました。
kanojo	wa	asagohan	o	tabemashita.
私たち	は	朝ご飯	を	食べました。
わたしたち	は	あさごはん	を	たべました。
watashitachi	wa	asagohan	o	tabemashita.
彼ら	は	朝ご飯	を	食べました。
かれら	は	あさごはん	を	たべました。
karera	wa	asagohan	o	tabemashita.

11	 私	は	走りました。
わたし	は	はしりました。
watashi	wa	hashirimashita.
あなた	は	走りました。
あなた	は	はしりました。
anata	wa	hashirimashita.
彼	は	走りました。
かれ	は	はしりました。
kare	wa	hashirimashita.
彼女	は	走りました。
かのじょ	は	はしりました。
kanojo	wa	hashirimashita.
私たち	は	走りました。
わたしたち	は	はしりました。
watashitachi	wa	hashirimashita.
あなたたち	は	走りました。
あなたたち	は	はしりました。
anatatachi	wa	hashirimashita.

彼ら	は	走りました。
かれら	は	はしりました。
karera	wa	hashirimashita.
彼女たち	は	走りました。
かのじょたち	は	はしりました。
kanojotachi	wa	hashirimashita.

12	 お母さん	は	どこ	に	行きますか。
おかあさん	は	どこ	に	いきますか。
okaasan	wa	doko	ni	ikimasuka.
スーパー	に	行きます。
スーパー	に	いきます。
suupaa	ni	ikimasu.
お母さん	は	どこ	に	行きましたか。
おかあさん	は	どこ	に	いきましたか。
okaasan	wa	doko	ni	ikimashitaka.
スーパー	に	行きました。
スーパー	に	いきました。
suupaa	ni	ikimashita.

13	 私	は	海岸	に	行きます。
わたし	は	かいがん	に	いきます。
watashi	wa	kaigan	ni	ikimasu.
私	は	海岸	に	行きました。
わたし	は	かいがん	に	いきました。
watashi	wa	kaigan	ni	ikimashita.
彼ら	は	パリ	に	行きます。
かれら	は	パリ	に	いきます。
karera	wa	pari	ni	ikimasu.
彼ら	は	パリ	に	行きました。
かれら	は	パリ	に	いきました。
karera	wa	pari	ni	ikimashita.
私たち	は	図書館	に	行きます。
わたしたち	は	としょかん	に	いきます。
watashitachi	wa	toshokan	ni	ikimasu.
私たち	は	図書館	に	行きました。
わたしたち	は	としょかん	に	いきました。
watashitachi	wa	toshokan	ni	ikimashita.

14	 彼ら	は	薬屋	に	行きました。
かれら	は	くすりや	に	いきました。
karera	wa	kusuriya	ni	ikimashita.
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彼	は	スーパー	に	行きました。
かれ	は	スーパー	に	いきました。
kare	wa	suupaa	ni	ikimashita.
彼女	は	本屋	に	行きました。
かのじょ	は	ほんや	に	いきました。
kanojo	wa	honya	ni	ikimashita.
彼ら	は	海岸	に	行きました。
かれら	は	かいがん	に	いきました。
karera	wa	kaigan	ni	ikimashita.

15	 何時	に	仕事	に	行きましたか。
なんじ	に	しごと	に	いきましたか。
nanji	ni	shigoto	ni	ikimashitaka.
九時	に	仕事	に	行きました。
くじ	に	しごと	に	いきました。
kuji	ni	shigoto	ni	ikimashita.
何時	に	学校	に	行きましたか。
なんじ	に	がっこう	に	いきましたか。
nanji	ni	gakkou	ni	ikimashitaka.
八時	に	学校	に	行きました。
はちじ	に	がっこう	に	いきました。
hachiji	ni	gakkou	ni	ikimashita.

16	 今日、	どこ	に	行きましたか。
きょう、	どこ	に	いきましたか。
kyou,	doko	ni	ikimashitaka.
公園	に	行きました。
こうえん	に	いきました。
kouen	ni	ikimashita.
先週、	どこ	に	行きましたか。
せんしゅう、	どこ	に	いきましたか。
senshuu,	doko	ni	ikimashitaka.
山	に	行きました。
やま	に	いきました。
yama	ni	ikimashita.

17	 木曜日	に、	私	は	銀行	に	行きました。
もくようび	に、	わたし	は	ぎんこう	に	いきま
した。
mokuyoubi	ni,	watashi	wa	ginkou	ni	ikimashita.
金曜日	に、	私	は	図書館	に	行きました。
きんようび	に、	わたし	は	としょかん	に	いきま
した。
kinyoubi	ni,	watashi	wa	toshokan	ni	ikimashita.

土曜日	に、	私たち	は	湖	に	行きました。
どようび	に、	わたしたち	は	みずうみ	に	いきま
した。
doyoubi	ni,	watashitachi	wa	mizuumi	ni	
ikimashita.
金曜日	に、	私たち	は	スーパー	に	行きました。
きんようび	に、	わたしたち	は	スーパー	に	いき
ました。
kinyoubi	ni,	watashitachi	wa	suupaa	ni	
ikimashita.

18	 先生	は	男の子	に	辞書	を	あげました。
せんせい	は	おとこのこ	に	じしょ	を	あげま	
した。
sensei	wa	otokonoko	ni	jisho	o	agemashita.
先生	は	彼	に	ノート	を	あげました。
せんせい	は	かれ	に	ノート	を	あげました。
sensei	wa	kare	ni	nooto	o	agemashita.
男の子	は	先生	に	りんご	を	あげました。
おとこのこ	は	せんせい	に	りんご	を	あげま	
した。
otokonoko	wa	sensei	ni	ringo	o	agemashita.
男の子	は	彼女	に	ケーキ	を	あげました。
おとこのこ	は	かのじょ	に	ケーキ	を	あげま	
した。
otokonoko	wa	kanojo	ni	keeki	o	agemashita.

19	 医者	は	彼	に	薬	を	あげました。
いしゃ	は	かれ	に	くすり	を	あげました。
isha	wa	kare	ni	kusuri	o	agemashita.
医者	に	薬	を	もらいました。
いしゃ	に	くすり	を	もらいました。
isha	ni	kusuri	o	moraimashita.
彼	は	彼女	に	アクセサリー	を	買って	います。
かれ	は	かのじょ	に	アクセサリー	を	かって	い
ます。
kare	wa	kanojo	ni	akusesarii	o	katte	imasu.
私	は	あなた	に	この	アクセサリー	を	買いま	
した。
わたし	は	あなた	に	この	アクセサリー	を	かいま
した。
watashi	wa	anata	ni	kono	akusesarii	o	
kaimashita.
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彼女	は	彼ら	に	コーヒー	を	買って	います。
かのじょ	は	かれら	に	コーヒー	を	かって	い	
ます。
kanojo	wa	karera	ni	koohii	o	katte	imasu.
私	は	あなたたち	に	コーヒー	を	買いました。
わたし	は	あなたたち	に	コーヒー	を	かいま	
した。
watashi	wa	anatatachi	ni	koohii	o	kaimashita.

20	 彼ら	に	手紙	を	もらいました。
かれら	に	てがみ	を	もらいました。
karera	ni	tegami	o	moraimashita.
彼女	に	チョコレート	を	もらいました。
かのじょ	に	チョコレート	を	もらいました。
kanojo	ni	chokoreeto	o	moraimashita.
おじいさん	に	猫	を	もらいました。
おじいさん	に	ねこ	を	もらいました。
ojiisan	ni	neko	o	moraimashita.

21	 彼	は	彼女	に	帽子	を	売って	います。
かれ	は	かのじょ	に	ぼうし	を	うって	います。
kare	wa	kanojo	ni	boushi	o	utte	imasu.
私	は	彼	に	Eメール	を	書きました。
わたし	は	かれ	に	Eメール	を	かきました。
watashi	wa	kare	ni	Emeeru	o	kakimashita.
彼	は	彼ら	に	本	を	読んで	います。
かれ	は	かれら	に	ほん	を	よんで	います。
kare	wa	karera	ni	hon	o	yonde	imasu.
彼女	は	彼ら	に	果物	を	買いました。
かのじょ	は	かれら	に	くだもの	を	かいました。
kanojo	wa	karera	ni	kudamono	o	kaimashita.

22	 言葉	が	一つ	あります。
ことば	が	ひとつ	あります。
kotoba	ga	hitotsu	arimasu.
言葉	が	二つ	あります。
ことば	が	ふたつ	あります。
kotoba	ga	futatsu	arimasu.
言葉	が	三つ	あります。
ことば	が	みっつ	あります。
kotoba	ga	mittsu	arimasu.
言葉	が	四つ	あります。
ことば	が	よっつ	あります。
kotoba	ga	yottsu	arimasu.

23	 この	標識	に	は	言葉	が	ありません。
この	ひょうしき	に	は	ことば	が	ありません。
kono	hyoushiki	ni	wa	kotoba	ga	arimasen.
この	標識	に	は	言葉	が	一つ	あります。
この	ひょうしき	に	は	ことば	が	ひとつ	あり	
ます。
kono	hyoushiki	ni	wa	kotoba	ga	hitotsu	
arimasu.
この	標識	は	緑	です。
この	ひょうしき	は	みどり	です。
kono	hyoushiki	wa	midori	desu.
この	標識	は	青い	です。
この	ひょうしき	は	あおい	です。
kono	hyoushiki	wa	aoi	desu.

24	 すみません、	この	言葉	は	どういう	意味	で	
すか。
すみません、	この	ことば	は	どういう	いみ	で
すか。
sumimasen,	kono	kotoba	wa	douiu	imi	desuka.
これ	は「	薬屋」	という	意味	です。
これ	は「	くすりや」	という	いみ	です。
kore	wa「	kusuriya」	toiu	imi	desu.
すみません、	この	言葉	は	どういう	意味	で	
すか。
すみません、	この	ことば	は	どういう	いみ	で
すか。
sumimasen,	kono	kotoba	wa	douiu	imi	desuka.
この	言葉	は「	図書館」	という	意味	です。
この	ことば	は「	としょかん」	という	いみ	
です。
kono	kotoba	wa「	toshokan」	toiu	imi	desu.
すみません、	この	標識	は	どういう	意味	で	
すか。
すみません、	この	ひょうしき	は	どういう	いみ	
ですか。
sumimasen,	kono	hyoushiki	wa	douiu	imi	
desuka.
これ	は「	レストラン」	という	意味	です。
これ	は「	レストラン」	という	いみ	です。
kore	wa「	resutoran」	toiu	imi	desu.
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25	 ジョーンズ	先生、	すみません。
ジョーンズ	せんせい、	すみません。
joonzu	sensei,	sumimasen.
これ	は	どういう	意味	ですか。
これ	は	どういう	いみ	ですか。
kore	wa	douiu	imi	desuka.
これ	は「	スタジアム」	です。
これ	は「	スタジアム」	です。
kore	wa「	sutajiamu」	desu.
スタジアム	は	何	ですか。
スタジアム	は	なん	ですか。
sutajiamu	wa	nan	desuka.
スタジアム	は	これ	です。
スタジアム	は	これ	です。
sutajiamu	wa	kore	desu.

26	 私	は	この	言葉	が	わかります。
わたし	は	この	ことば	が	わかります。
watashi	wa	kono	kotoba	ga	wakarimasu.
私	は	この	言葉	が	わかりません。
わたし	は	この	ことば	が	わかりません。
watashi	wa	kono	kotoba	ga	wakarimasen.
彼	は	これ	が	わかります。
かれ	は	これ	が	わかります。
kare	wa	kore	ga	wakarimasu.
彼女	は	これ	が	わかりません。
かのじょ	は	これ	が	わかりません。
kanojo	wa	kore	ga	wakarimasen.
彼女	は	この	本	が	わかります。
かのじょ	は	この	ほん	が	わかります。
kanojo	wa	kono	hon	ga	wakarimasu.
彼ら	は	この	本	が	わかりません。
かれら	は	この	ほん	が	わかりません。
karera	wa	kono	hon	ga	wakarimasen.

27	 私	は	あの	標識	が	わかりません。	あれ	は	どうい
う	意味	ですか。
わたし	は	あの	ひょうしき	が	わかりません。	あ
れ	は	どういう	いみ	ですか。
watashi	wa	ano	hyoushiki	ga	wakarimasen.	are	
wa	douiu	imi	desuka.

あれ	は「	空港	は	右」	という	意味	です。
あれ	は「	くうこう	は	みぎ」	という	いみ	です。
are	wa「	kuukou	wa	migi」	toiu	imi	desu.
私	は	あの	標識	が	わかりません。	あれ	は	どうい
う	意味	ですか。
わたし	は	あの	ひょうしき	が	わかりません。	あ
れ	は	どういう	いみ	ですか。
watashi	wa	ano	hyoushiki	ga	wakarimasen.	are	
wa	douiu	imi	desuka.
これ	は「	ホテル」	という	意味	です。
これ	は「	ホテル」	という	いみ	です。
kore	wa「	hoteru」	toiu	imi	desu.
私	は	あの	標識	が	わかりません。	あれ	は	どうい
う	意味	ですか。
わたし	は	あの	ひょうしき	が	わかりません。	あ
れ	は	どういう	いみ	ですか。
watashi	wa	ano	hyoushiki	ga	wakarimasen.	are	
wa	douiu	imi	desuka.
あれ	は「	海岸」	という	意味	です。
あれ	は「	かいがん」	という	いみ	です。
are	wa「	kaigan」	toiu	imi	desu.

28	 これ	は	どういう	意味	ですか。
これ	は	どういう	いみ	ですか。
kore	wa	douiu	imi	desuka.
これ	は「	ガソリンスタンド」	という	意味		
です。
これ	は「	ガソリンスタンド」	という	いみ		
です。
kore	wa「	gasorinsutando」	toiu	imi	desu.
これ	は	どういう	意味	ですか。
これ	は	どういう	いみ	ですか。
kore	wa	douiu	imi	desuka.
これ	は「	お手洗い」	という	意味	です。
これ	は「	おてあらい」	という	いみ	です。
kore	wa「	otearai」	toiu	imi	desu.

29	 すみません。	今	何時	ですか。
すみません。	いま	なんじ	ですか。
sumimasen.	ima	nanji	desuka.
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
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今	何時	ですか。
いま	なんじ	ですか。
ima	nanji	desuka.
三時	十五分	です。
さんじ	じゅうごふん	です。
sanji	juugofun	desu.
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
三時	十五分	です。
さんじ	じゅうごふん	です。
sanji	juugofun	desu.

30	 すみません。
すみません。
sumimasen.
はい？
はい？
hai？
この	標識	は	どういう	意味	ですか。
この	ひょうしき	は	どういう	いみ	ですか。
kono	hyoushiki	wa	douiu	imi	desuka.
これ	は「	図書館」	という	意味	です。
これ	は「	としょかん」	という	いみ	です。
kore	wa「	toshokan」	toiu	imi	desu.
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
はい。	これ	は「	図書館」	という	意味	です。
はい。	これ	は「	としょかん」	という	いみ		
です。
hai.	kore	wa「	toshokan」	toiu	imi	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.

31	 すみません。	銀行	は	どこ	ですか。
すみません。	ぎんこう	は	どこ	ですか。
sumimasen.	ginkou	wa	doko	desuka.
銀行	は	図書館	の	横	に	あります。
ぎんこう	は	としょかん	の	よこ	に	あります。
ginkou	wa	toshokan	no	yoko	ni	arimasu.
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
はい。	銀行	は	図書館	の	横	に	あります。
はい。	ぎんこう	は	としょかん	の	よこ	に	あり
ます。
hai.	ginkou	wa	toshokan	no	yoko	ni	arimasu.
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	 すみません。	この	標識	は	どういう	意味	で	
すか。
すみません。	この	ひょうしき	は	どういう	いみ	
ですか。
sumimasen.	kono	hyoushiki	wa	douiu	imi	
desuka.
これ	は「	薬屋」	という	意味	です。
これ	は「	くすりや」	という	いみ	です。
kore	wa「	kusuriya」	toiu	imi	desu.
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
はい。	これ	は「	薬屋」	という	意味	です。
はい。	これ	は「	くすりや」	という	いみ	です。
hai.	kore	wa「	kusuriya」	toiu	imi	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	 彼女	は	中国	に	います。
かのじょ	は	ちゅうごく	に	います。
kanojo	wa	chuugoku	ni	imasu.
彼女	は	中国	に	いました。
かのじょ	は	ちゅうごく	に	いました。
kanojo	wa	chuugoku	ni	imashita.
私	は	エジプト	に	います。
わたし	は	エジプト	に	います。
watashi	wa	ejiputo	ni	imasu.
私	は	エジプト	に	いました。
わたし	は	エジプト	に	いました。
watashi	wa	ejiputo	ni	imashita.

02	 私	は	学生	でした。
わたし	は	がくせい	でした。
watashi	wa	gakusei	deshita.
今	私	は	教師	です。
いま	わたし	は	きょうし	です。
ima	watashi	wa	kyoushi	desu.
彼	は	子供	でした。
かれ	は	こども	でした。
kare	wa	kodomo	deshita.
今	彼	は	お父さん	です。
いま	かれ	は	おとうさん	です。
ima	kare	wa	otousan	desu.

03	 私たち	は	パリ	に	います。
わたしたち	は	パリ	に	います。
watashitachi	wa	pari	ni	imasu.
私たち	は	パリ	に	いました。
わたしたち	は	パリ	に	いました。
watashitachi	wa	pari	ni	imashita.
彼ら	は	海岸	に	います。
かれら	は	かいがん	に	います。
karera	wa	kaigan	ni	imasu.
彼ら	は	海岸	に	いました。
かれら	は	かいがん	に	いました。
karera	wa	kaigan	ni	imashita.

04	 私たち	は	若かった	です。
わたしたち	は	わかかった	です。
watashitachi	wa	wakakatta	desu.

今	私たち	は	年	を	とって	います。
いま	わたしたち	は	とし	を	とって	います。
ima	watashitachi	wa	toshi	o	totte	imasu.
私	は	子供	でした。
わたし	は	こども	でした。
watashi	wa	kodomo	deshita.
今	私	は	大人	です。
いま	わたし	は	おとな	です。
ima	watashi	wa	otona	desu.

05	 汚れて	います。
よごれて	います。
yogorete	imasu.
汚れて	いました。
よごれて	いました。
yogorete	imashita.
緑	です。
みどり	です。
midori	desu.
緑	でした。
みどり	でした。
midori	deshita.

06	 くつ下	は	白い	です。
くつした	は	しろい	です。
kutsushita	wa	shiroi	desu.
くつ下	は	白かった	です。
くつした	は	しろかった	です。
kutsushita	wa	shirokatta	desu.
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.
彼女	の	髪	は	金髪	でした。
かのじょ	の	かみ	は	きんぱつ	でした。
kanojo	no	kami	wa	kinpatsu	deshita.

07	 前	は、	私たち	は	アパート	に	住んで	いました。
まえ	は、	わたしたち	は	アパート	に	すんで	いま
した。
mae	wa,	watashitachi	wa	apaato	ni	sunde	
imashita.
今	は、	家	に	住んで	います。
いま	は、	いえ	に	すんで	います。
ima	wa,	ie	ni	sunde	imasu.
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前	は、	私	は	自転車	を	持って	いました。
まえ	は、	わたし	は	じてんしゃ	を	もって	いま
した。
mae	wa,	watashi	wa	jitensha	o	motte	imashita.
今	は、	車	を	持って	います。
いま	は、	くるま	を	もって	います。
ima	wa,	kuruma	o	motte	imasu.
前	は、	彼女	は	手紙	を	書きました。
まえ	は、	かのじょ	は	てがみ	を	かきました。
mae	wa,	kanojo	wa	tegami	o	kakimashita.
今	は、	Eメール	を	書きます。
いま	は、	Eメール	を	かきます。
ima	wa,	Emeeru	o	kakimasu.

08	 前	は、	友達	と	住んで	いましたか。
まえ	は、	ともだち	と	すんで	いましたか。
mae	wa,	tomodachi	to	sunde	imashitaka.
はい。	でも	今	は、	妻	と	住んで	います。
はい。	でも	いま	は、	つま	と	すんで	います。
hai.	demo	ima	wa,	tsuma	to	sunde	imasu.
前	は、	犬	を	飼って	いましたか。
まえ	は、	いぬ	を	かって	いましたか。
mae	wa,	inu	o	katte	imashitaka.
はい。	でも	今	は、	猫	を	飼って	います。
はい。	でも	いま	は、	ねこ	を	かって	います。
hai.	demo	ima	wa,	neko	o	katte	imasu.

09	 前	は、	彼女	は	パン屋	で	働いて	いました。
まえ	は、	かのじょ	は	パンや	で	はたらいて	いま
した。
mae	wa,	kanojo	wa	panya	de	hataraite	
imashita.
今	は、	レストラン	で	働いて	います。
いま	は、	レストラン	で	はたらいて	います。
ima	wa,	resutoran	de	hataraite	imasu.
前	は、	彼	は	Tシャツ	を	持って	いました。
まえ	は、	かれ	は	Tシャツ	を	もって	いました。
mae	wa,	kare	wa	Tshatsu	o	motte	imashita.
今	は、	スーツ	を	持って	います。
いま	は、	スーツ	を	もって	います。
ima	wa,	suutsu	o	motte	imasu.

前	は、	彼ら	は	サッカー	を	して	いました。
まえ	は、	かれら	は	サッカー	を	して	いました。
mae	wa,	karera	wa	sakkaa	o	shite	imashita.
今	は、	ゴルフ	を	して	います。
いま	は、	ゴルフ	を	して	います。
ima	wa,	gorufu	o	shite	imasu.

10	 前	は、	山	に	行って	いましたか。
まえ	は、	やま	に	いって	いましたか。
mae	wa,	yama	ni	itte	imashitaka.
はい。	でも	今	は、	公園	に	行って	います。
はい。	でも	いま	は、	こうえん	に	いって	い	
ます。
hai.	demo	ima	wa,	kouen	ni	itte	imasu.
前	は、	テニス	を	して	いましたか。
まえ	は、	テニス	を	して	いましたか。
mae	wa,	tenisu	o	shite	imashitaka.
はい。	でも	今	は、	泳いで	います。
はい。	でも	いま	は、	およいで	います。
hai.	demo	ima	wa,	oyoide	imasu.
前	は、	美術	を	教えて	いましたか。
まえ	は、	びじゅつ	を	おしえて	いましたか。
mae	wa,	bijutsu	o	oshiete	imashitaka.
いいえ、	美術	を	教えて	いませんでした。	音楽	
を	教えて	いました。
いいえ、	びじゅつ	を	おしえて	いませんでし
た。	おんがく	を	おしえて	いました。
iie,	bijutsu	o	oshiete	imasendeshita.	ongaku	o	
oshiete	imashita.

11	 私	は	ローマ	に	住んで	いました。
わたし	は	ローマ	に	すんで	いました。
watashi	wa	rooma	ni	sunde	imashita.
私	は	ローマ	に	住んで	いた	時	に	子供	でした。
わたし	は	ローマ	に	すんで	いた	とき	に	こども	で
した。
watashi	wa	rooma	ni	sunde	ita	toki	ni	kodomo	
deshita.
パリ	に	住んで	いましたね。
パリ	に	すんで	いましたね。
pari	ni	sunde	imashitane.
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パリ	に	住んで	いた	時	に	自転車	を	持って	いまし
たね。
パリ	に	すんで	いた	とき	に	じてんしゃ	を	もって	
いましたね。
pari	ni	sunde	ita	toki	ni	jitensha	o	motte	
imashitane.
私たち	は	バス	を	待って	いました。
わたしたち	は	バス	を	まって	いました。
watashitachi	wa	basu	o	matte	imashita.
バス	を	待って	いた	時	に	雨	が	降って	いました。
バス	を	まって	いた	とき	に	あめ	が	ふって	いま
した。
basu	o	matte	ita	toki	ni	ame	ga	futte	imashita.

12	 日本	に	いた	時	に、	英語	を	教えて	いましたか。
にほん	に	いた	とき	に、	えいご	を	おしえて	いま
したか。
nihon	ni	ita	toki	ni,	eigo	o	oshiete	imashitaka.
はい、	英語	を	教えて	いました。
はい、	えいご	を	おしえて	いました。
hai,	eigo	o	oshiete	imashita.
子供	の	時	に、	サッカー	を	して	いましたか。
こども	の	とき	に、	サッカー	を	して	いまし	
たか。
kodomo	no	toki	ni,	sakkaa	o	shite	imashitaka.
はい、	サッカー	を	して	いました。
はい、	サッカー	を	して	いました。
hai,	sakkaa	o	shite	imashita.

13	 大学
だいがく
daigaku
大学
だいがく
daigaku
大学
だいがく
daigaku
高校
こうこう
koukou

高校
こうこう
koukou
小学校
しょうがっこう
shougakkou

14	 彼女	は	小学生	の	時、	美術	を	勉強	しました。
かのじょ	は	しょうがくせい	の	とき、	びじゅつ	
を	べんきょう	しました。
kanojo	wa	shougakusei	no	toki,	bijutsu	o	
benkyou	shimashita.
彼女	は	高校生	の	時、	理科	を	勉強	しました。
かのじょ	は	こうこうせい	の	とき、	りか	を	べん
きょう	しました。
kanojo	wa	koukousei	no	toki,	rika	o	benkyou	
shimashita.
今、	彼女	は	大学	で	数学	を	勉強して	います。
いま、	かのじょ	は	だいがく	で	すうがく	を	べん
きょうして	います。
ima,	kanojo	wa	daigaku	de	suugaku	o	
benkyoushite	imasu.

15	 私たち	は	同じ	小学校	の	生徒	でした。
わたしたち	は	おなじ	しょうがくこう	の	せいと	
でした。
watashitachi	wa	onaji	shougakukou	no	seito	
deshita.
今、	私たち	は	同じ	大学	の	学生	です。
いま、	わたしたち	は	おなじ	だいがく	の	がくせ
い	です。
ima,	watashitachi	wa	onaji	daigaku	no	gakusei	
desu.
彼ら	は	同じ	高校	の	生徒	でした。
かれら	は	おなじ	こうこう	の	せいと	でした。
karera	wa	onaji	koukou	no	seito	deshita.
今、	彼ら	は	同じ	大学	の	学生	です。
いま、	かれら	は	おなじ	だいがく	の	がくせい	
です。
ima,	karera	wa	onaji	daigaku	no	gakusei	desu.

16	 お子さん	は	小学生	ですか。
おこさん	は	しょうがくせい	ですか。
okosan	wa	shougakusei	desuka.
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いいえ、	娘	は	大学生	です。	息子	は	高校生		
です。
いいえ、	むすめ	は	だいがくせい	です。	むすこ	
は	こうこうせい	です。
iie,	musume	wa	daigakusei	desu.	musuko	wa	
koukousei	desu.
娘さん	は	何	を	勉強して	いますか。
むすめさん	は	なに	を	べんきょうして	いま	
すか。
musumesan	wa	nani	o	benkyoushite	imasuka.
美術	を	勉強して	います。
びじゅつ	を	べんきょうして	います。
bijutsu	o	benkyoushite	imasu.
息子さん	は	何	を	勉強する	の	が	好き	ですか。
むすこさん	は	なに	を	べんきょうする	の	が	すき	
ですか。
musukosan	wa	nani	o	benkyousuru	no	ga	suki	
desuka.
彼	は	理科	を	勉強する	の	が	好き	です。
かれ	は	りか	を	べんきょうする	の	が	すき	です。
kare	wa	rika	o	benkyousuru	no	ga	suki	desu.

17	 この	小学生	は	理科	を	勉強する	の	が	好き	です。
この	しょうがくせい	は	りか	を	べんきょうする	
の	が	すき	です。
kono	shougakusei	wa	rika	o	benkyousuru	no	
ga	suki	desu.
この	高校生	は	歴史	を	勉強する	の	が	好き	です。
この	こうこうせい	は	れきし	を	べんきょうする	
の	が	すき	です。
kono	koukousei	wa	rekishi	o	benkyousuru	no	
ga	suki	desu.
この	大学生	は	音楽	を	勉強する	の	が	好き	です。
この	だいがくせい	は	おんがく	を	べんきょうす
る	の	が	すき	です。
kono	daigakusei	wa	ongaku	o	benkyousuru	no	
ga	suki	desu.

18	 会社
かいしゃ
kaisha
会社
かいしゃ
kaisha

会社
かいしゃ
kaisha
工場
こうじょう
koujou
工場
こうじょう
koujou
店
みせ
mise

19	 彼	は	店	の	マネージャー	です。
かれ	は	みせ	の	マネージャー	です。
kare	wa	mise	no	maneejaa	desu.
私	は	店	の	従業員	です。
わたし	は	みせ	の	じゅうぎょういん	です。
watashi	wa	mise	no	juugyouin	desu.
私	は	会社	の	マネージャー	です。
わたし	は	かいしゃ	の	マネージャー	です。
watashi	wa	kaisha	no	maneejaa	desu.
彼ら	は	会社	の	従業員	です。
かれら	は	かいしゃ	の	じゅうぎょういん	です。
karera	wa	kaisha	no	juugyouin	desu.

20	 この	マネージャー	は	この	会社	で	働いて	い	
ます。
この	マネージャー	は	この	かいしゃ	で	はたらい
て	います。
kono	maneejaa	wa	kono	kaisha	de	hataraite	
imasu.
この	マネージャー	は	この	工場	で	働いて	い	
ます。
この	マネージャー	は	この	こうじょう	で	はたら
いて	います。
kono	maneejaa	wa	kono	koujou	de	hataraite	
imasu.
この	マネージャー	は	この	店	で	働いて	います。
この	マネージャー	は	この	みせ	で	はたらいて	い
ます。
kono	maneejaa	wa	kono	mise	de	hataraite	
imasu.
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21	 会社
かいしゃ
kaisha
マネージャー
マネージャー
maneejaa
工場
こうじょう
koujou
従業員
じゅうぎょういん
juugyouin
店
みせ
mise

22	 私	は	会社	の	従業員	です。
わたし	は	かいしゃ	の	じゅうぎょういん	です。
watashi	wa	kaisha	no	juugyouin	desu.
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	工場	の	マネージャー	です。
わたし	は	こうじょう	の	マネージャー	です。
watashi	wa	koujou	no	maneejaa	desu.
私	は	大学生	です。
わたし	は	だいがくせい	です。
watashi	wa	daigakusei	desu.

23	 お仕事	は	何	ですか。
おしごと	は	なん	ですか。
oshigoto	wa	nan	desuka.
私	は	会社	の	マネージャー	です。
わたし	は	かいしゃ	の	マネージャー	です。
watashi	wa	kaisha	no	maneejaa	desu.
お仕事	は	何	ですか。
おしごと	は	なん	ですか。
oshigoto	wa	nan	desuka.
私	は	レストラン	の	マネージャー	です。
わたし	は	レストラン	の	マネージャー	です。
watashi	wa	resutoran	no	maneejaa	desu.

お仕事	は	何	ですか。
おしごと	は	なん	ですか。
oshigoto	wa	nan	desuka.
私	は	教師	です。
わたし	は	きょうし	です。
watashi	wa	kyoushi	desu.

24	 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.
前	は、	店	で	働いて	いました。	今	は、	小学校	で	
働いて	います。
まえ	は、	みせ	で	はたらいて	いました。	いま	
は、	しょうがっこう	で	はたらいて	います。
mae	wa,	mise	de	hataraite	imashita.	ima	wa,	
shougakkou	de	hataraite	imasu.
お仕事	は	何	ですか。
おしごと	は	なん	ですか。
oshigoto	wa	nan	desuka.
音楽	を	教えて	います。
おんがく	を	おしえて	います。
ongaku	o	oshiete	imasu.

25	 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.
前	は、	会社	で	働いて	いました。	今	は、	高校	で	
働いて	います。
まえ	は、	かいしゃ	で	はたらいて	いました。	い
ま	は、	こうこう	で	はたらいて	います。
mae	wa,	kaisha	de	hataraite	imashita.	ima	wa,	
koukou	de	hataraite	imasu.
お仕事	は	何	ですか。
おしごと	は	なん	ですか。
oshigoto	wa	nan	desuka.
歴史	を	教えて	います。
れきし	を	おしえて	います。
rekishi	o	oshiete	imasu.

26	 学生	ですか。
がくせい	ですか。
gakusei	desuka.
はい、	私	は	大学生	です。
はい、	わたし	は	だいがくせい	です。
hai,	watashi	wa	daigakusei	desu.
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何	を	勉強して	いますか。
なに	を	べんきょうして	いますか。
nani	o	benkyoushite	imasuka.
理科	を	勉強して	います。
りか	を	べんきょうして	います。
rika	o	benkyoushite	imasu.

27	 私	の	父	は	理科	が	好き	でし	た。	彼	は	イタリア	で	
医者	でした。
わたし	の	ちち	は	りか	が	すき	でし	た。	かれ	は	イ
タリア	で	いしゃ	でした。
watashi	no	chichi	wa	rika	ga	suki	deshi	ta.	kare	
wa	itaria	de	isha	deshita.
イタリア	の	出身	ですか。
イタリア	の	しゅっしん	ですか。
itaria	no	shusshin	desuka.
いいえ、	フランス	の	出身	です	が、	私	の	家族	は	
イタリア	に	住んで	いました。
いいえ、	フランス	の	しゅっしん	です	が、	わた
し	の	かぞく	は	イタリア	に	すんで	いました。
iie,	furansu	no	shusshin	desu	ga,	watashi	no	
kazoku	wa	itaria	ni	sunde	imashita.

28	 お仕事	は	何	ですか。
おしごと	は	なん	ですか。
oshigoto	wa	nan	desuka.
今	は	働いて	いません	が、	前	は	教師	でした。
いま	は	はたらいて	いません	が、	まえ	は	きょう
し	でした。
ima	wa	hataraite	imasen	ga,	mae	wa	kyoushi	
deshita.
何	を	教えて	いましたか。
なに	を	おしえて	いましたか。
nani	o	oshiete	imashitaka.
ブラジル	に	いた	時	に	は、	英語	を	教えて	いまし
た。	エジプト	に	いた	時	に	は、	歴史	を	教えて	
いました。
ブラジル	に	いた	とき	に	は、	えいご	を	おしえて	
いました。	エジプト	に	いた	とき	に	は、	れき
し	を	おしえて	いました。
burajiru	ni	ita	toki	ni	wa,	eigo	o	oshiete	
imashita.	ejiputo	ni	ita	toki	ni	wa,	rekishi	o	
oshiete	imashita.

2.4 コア	レッスン

01	 私	は	ロシア	に	いた	時	に、	これ	を	買いました。
わたし	は	ロシア	に	いた	とき	に、	これ	を	かいま
した。
watashi	wa	roshia	ni	ita	toki	ni,	kore	o	
kaimashita.
私	は	フランス	に	いた	時	に、	これ	を	食べま	
した。
わたし	は	フランス	に	いた	とき	に、	これ	を	たべ
ました。
watashi	wa	furansu	ni	ita	toki	ni,	kore	o	
tabemashita.
私	は	中国	に	いた	時	に、	これ	を	見ました。
わたし	は	ちゅうごく	に	いた	とき	に、	これ	を	み
ました。
watashi	wa	chuugoku	ni	ita	toki	ni,	kore	o	
mimashita.

02	 私たち	が	海岸	に	いた	時	に	は、	曇り	でした。
わたしたち	が	かいがん	に	いた	とき	に	は、	くも
り	でした。
watashitachi	ga	kaigan	ni	ita	toki	ni	wa,	kumori	
deshita.
私たち	が	海岸	に	いた	時	に	は、	晴れ	でした。
わたしたち	が	かいがん	に	いた	とき	に	は、	はれ	
でした。
watashitachi	ga	kaigan	ni	ita	toki	ni	wa,	hare	
deshita.
私	は	子供	の	時	に、	サッカー	を	しました。
わたし	は	こども	の	とき	に、	サッカー	を	しま
した。
watashi	wa	kodomo	no	toki	ni,	sakkaa	o	
shimashita.
私	は	子供	の	時	に、	テニス	を	しました。
わたし	は	こども	の	とき	に、	テニス	を	しま	
した。
watashi	wa	kodomo	no	toki	ni,	tenisu	o	
shimashita.

03	 私	は	コーヒー	を	飲んで	いた	時	に、	これ	を	書き
ました。
わたし	は	コーヒー	を	のんで	いた	とき	に、	これ	
を	かきました。
watashi	wa	koohii	o	nonde	ita	toki	ni,	kore	o	
kakimashita.
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公園	に	いた	時	に、	彼女	は	私	に	キス	を	しま	
した。
こうえん	に	いた	とき	に、	かのじょ	は	わたし	に	
キス	を	しました。
kouen	ni	ita	toki	ni,	kanojo	wa	watashi	ni	kisu	o	
shimashita.
彼	は	金物屋	に	行った	時	に、	はしご	を	買いま
した。
かれ	は	かなものや	に	いった	とき	に、	はしご	を	
かいました。
kare	wa	kanamonoya	ni	itta	toki	ni,	hashigo	o	
kaimashita.
彼	が	寝て	いた	時	に、	飛行機	は	出発	しました。
かれ	が	ねて	いた	とき	に、	ひこうき	は	しゅっぱ
つ	しました。
kare	ga	nete	ita	toki	ni,	hikouki	wa	shuppatsu	
shimashita.

04	 私	は	子供	の	時	に、	テニス	を	しました。
わたし	は	こども	の	とき	に、	テニス	を	しま	
した。
watashi	wa	kodomo	no	toki	ni,	tenisu	o	
shimashita.
私	は	子供	の	時	に、	サッカー	を	しました。
わたし	は	こども	の	とき	に、	サッカー	を	しま
した。
watashi	wa	kodomo	no	toki	ni,	sakkaa	o	
shimashita.
私	は	子供	の	時	に、	テニス	を	しました。
わたし	は	こども	の	とき	に、	テニス	を	しま	
した。
watashi	wa	kodomo	no	toki	ni,	tenisu	o	
shimashita.
私	は	子供	の	時	に、	サッカー	を	しました。
わたし	は	こども	の	とき	に、	サッカー	を	しま
した。
watashi	wa	kodomo	no	toki	ni,	sakkaa	o	
shimashita.

05	 私	は	駅	に	いた	時	に、	ラジオ	を	聞きました。
わたし	は	えき	に	いた	とき	に、	ラジオ	を	ききま
した。
watashi	wa	eki	ni	ita	toki	ni,	rajio	o	kikimashita.

私	は	駅	に	いた	時	に、	サンドイッチ	を	食べま
した。
わたし	は	えき	に	いた	とき	に、	サンドイッチ	を	
たべました。
watashi	wa	eki	ni	ita	toki	ni,	sandoicchi	o	
tabemashita.
私	は	空港	に	いた	時	に、	新聞	を	読みました。
わたし	は	くうこう	に	いた	とき	に、	しんぶん	を	
よみました。
watashi	wa	kuukou	ni	ita	toki	ni,	shinbun	o	
yomimashita.
私	は	空港	に	いた	時	に、	サンドイッチ	を	食べま
した。
わたし	は	くうこう	に	いた	とき	に、	サンドイッ
チ	を	たべました。
watashi	wa	kuukou	ni	ita	toki	ni,	sandoicchi	o	
tabemashita.

06	 前	は、	病院	で	仕事	を	して	いました。	今	は、	大
学	で	仕事	を	して	います。
まえ	は、	びょういん	で	しごと	を	して	いまし
た。	いま	は、	だいがく	で	しごと	を	して	い	
ます。
mae	wa,	byouin	de	shigoto	o	shite	imashita.	
ima	wa,	daigaku	de	shigoto	o	shite	imasu.
前	は、	自転車	を	持って	いました。	今	は、	車	を	
持って	います。
まえ	は、	じてんしゃ	を	もって	いました。	いま	
は、	くるま	を	もって	います。
mae	wa,	jitensha	o	motte	imashita.	ima	wa,	
kuruma	o	motte	imasu.
前	は、	犬	を	飼って	いました。	今	は、	猫	を	飼っ
て	います。
まえ	は、	いぬ	を	かって	いました。	いま	は、	ね
こ	を	かって	います。
mae	wa,	inu	o	katte	imashita.	ima	wa,	neko	o	
katte	imasu.

07	 私	は	スーパー	に	行った	時	に、	りんご	を	買いま
した。
わたし	は	スーパー	に	いった	とき	に、	りんご	を	
かいました。
watashi	wa	suupaa	ni	itta	toki	ni,	ringo	o	
kaimashita.
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私	は	本屋	に	行った	時	に、	辞書	を	買いました。
わたし	は	ほんや	に	いった	とき	に、	じしょ	を	か
いました。
watashi	wa	honya	ni	itta	toki	ni,	jisho	o	
kaimashita.
彼女	は	薬屋	に	行った	時	に、	薬	を	買いました。
かのじょ	は	くすりや	に	いった	とき	に、	くすり	
を	かいました。
kanojo	wa	kusuriya	ni	itta	toki	ni,	kusuri	o	
kaimashita.

08	 私たち	は	北京	に	いた	時	に、	これ	を	食べま	
した。
わたしたち	は	ぺきん	に	いた	とき	に、	これ	を	た
べました。
watashitachi	wa	pekin	ni	ita	toki	ni,	kore	o	
tabemashita.
彼ら	は	パリ	に	いた	時	に、	これ	を	買いました。
かれら	は	パリ	に	いた	とき	に、	これ	を	かいま
した。
karera	wa	pari	ni	ita	toki	ni,	kore	o	kaimashita.
彼女	は	電車	の	中	で	手紙	を	書きました。
かのじょ	は	でんしゃ	の	なか	で	てがみ	を	かきま
した。
kanojo	wa	densha	no	naka	de	tegami	o	
kakimashita.

09	 あなた	が	赤ちゃん	の	時	に、	これ	を	買いま	
した。
あなた	が	あかちゃん	の	とき	に、	これ	を	かいま
した。
anata	ga	akachan	no	toki	ni,	kore	o	kaimashita.
娘	が	日本	で	勉強して	いた	時	に、	手紙	を	くれま
した。
むすめ	が	にほん	で	べんきょうして	いた	とき	
に、	てがみ	を	くれました。
musume	ga	nihon	de	benkyoushite	ita	toki	ni,	
tegami	o	kuremashita.
私	が	子供	の	時	に、	母	が	この	本	を	読んで	くれま
した。
わたし	が	こども	の	とき	に、	はは	が	この	ほん	を	
よんで	くれました。
watashi	ga	kodomo	no	toki	ni,	haha	ga	kono	
hon	o	yonde	kuremashita.

10	 いつ	にんじん	を	買いましたか。
いつ	にんじん	を	かいましたか。
itsu	ninjin	o	kaimashitaka.
スーパー	に	行った	時	に、	にんじん	を	買いま
した。
スーパー	に	いった	とき	に、	にんじん	を	かいま
した。
suupaa	ni	itta	toki	ni,	ninjin	o	kaimashita.
いつ	りんご	を	買いましたか。
いつ	りんご	を	かいましたか。
itsu	ringo	o	kaimashitaka.
スーパー	に	行った	時	に、	りんご	を	買いま	
した。
スーパー	に	いった	とき	に、	りんご	を	かいま
した。
suupaa	ni	itta	toki	ni,	ringo	o	kaimashita.

11	 女の子	は	手紙	を	もらいました。
おんなのこ	は	てがみ	を	もらいました。
onnanoko	wa	tegami	o	moraimashita.
男	の	人	は	ネクタイ	を	もらいました。
おとこ	の	ひと	は	ネクタイ	を	もらいました。
otoko	no	hito	wa	nekutai	o	moraimashita.
私	は	おばあさん	に	お金	を	もらいました。
わたし	は	おばあさん	に	おかね	を	もらいま	
した。
watashi	wa	obaasan	ni	okane	o	moraimashita.

12	 男	の	人	は	手紙	を	もらいました。
おとこ	の	ひと	は	てがみ	を	もらいました。
otoko	no	hito	wa	tegami	o	moraimashita.
男の子	は	セーター	を	もらいました。
おとこのこ	は	セーター	を	もらいました。
otokonoko	wa	seetaa	o	moraimashita.
女の子	は	お金	を	もらいました。
おんなのこ	は	おかね	を	もらいました。
onnanoko	wa	okane	o	moraimashita.
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13	 ご主人	に	これ	を	もらいましたか。
ごしゅじん	に	これ	を	もらいましたか。
goshujin	ni	kore	o	moraimashitaka.
いいえ、	私	が	買いました。
いいえ、	わたし	が	かいました。
iie,	watashi	ga	kaimashita.
いつ	買いましたか。
いつ	かいましたか。
itsu	kaimashitaka.
アメリカ	に	住んで	いた	時	に、	買いました。
アメリカ	に	すんで	いた	とき	に、	かいました。
amerika	ni	sunde	ita	toki	ni,	kaimashita.

14	 これ	を	書きましたか。
これ	を	かきましたか。
kore	o	kakimashitaka.
はい、	私	が	書きました。
はい、	わたし	が	かきました。
hai,	watashi	ga	kakimashita.
いつ	書きましたか。
いつ	かきましたか。
itsu	kakimashitaka.
ロシア	で	働いて	いた	時	に、	書きました。
ロシア	で	はたらいて	いた	とき	に、	かきまし
た。
roshia	de	hataraite	ita	toki	ni,	kakimashita.

15	 これ	は	誰	ですか。
これ	は	だれ	ですか。
kore	wa	dare	desuka.
私	の	主人	です。
わたし	の	しゅじん	です。
watashi	no	shujin	desu.
いつ	中国	に	行きましたか。
いつ	ちゅうごく	に	いきましたか。
itsu	chuugoku	ni	ikimashitaka.
大学生	の	時	に、	中国	に	行きました。
だいがくせい	の	とき	に、	ちゅうごく	に	いきま
した。
daigakusei	no	toki	ni,	chuugoku	ni	ikimashita.

16	 先生	は	男の子	に	本	を	あげました。
せんせい	は	おとこのこ	に	ほん	を	あげました。
sensei	wa	otokonoko	ni	hon	o	agemashita.
先生	は	私	に	本	を	くれました。
せんせい	は	わたし	に	ほん	を	くれました。
sensei	wa	watashi	ni	hon	o	kuremashita.
お医者さん	は	男	の	人	に	薬	を	あげました。
おいしゃさん	は	おとこ	の	ひと	に	くすり	を	あげ
ました。
oishasan	wa	otoko	no	hito	ni	kusuri	o	
agemashita.
お医者さん	は	私	に	薬	を	くれました。
おいしゃさん	は	わたし	に	くすり	を	くれま	
した。
oishasan	wa	watashi	ni	kusuri	o	kuremashita.

17	 私	が	十歳	の	時	に、	祖母	が	これ	を	くれました。
わたし	が	じゅっさい	の	とき	に、	そぼ	が	これ	を	
くれました。
watashi	ga	jussai	no	toki	ni,	sobo	ga	kore	o	
kuremashita.
これ	が	好き	ですか。
これ	が	すき	ですか。
kore	ga	suki	desuka.
はい。	好き	です。
はい。	すき	です。
hai.	suki	desu.
これ	を	あなた	に	あげます。
これ	を	あなた	に	あげます。
kore	o	anata	ni	agemasu.
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.

18	 女	の	人	は	男の子	に	本	を	あげました。
おんな	の	ひと	は	おとこのこ	に	ほん	を	あげま
した。
onna	no	hito	wa	otokonoko	ni	hon	o	
agemashita.
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先生	は	私	に	本	を	くれました。
せんせい	は	わたし	に	ほん	を	くれました。
sensei	wa	watashi	ni	hon	o	kuremashita.
男の子	は	お母さん	に	本	を	もらいました。
おとこのこ	は	おかあさん	に	ほん	を	もらいま
した。
otokonoko	wa	okaasan	ni	hon	o	moraimashita.
女	の	人	は	男	の	人	に	お金	を	あげました。
おんな	の	ひと	は	おとこ	の	ひと	に	おかね	を	あげ
ました。
onna	no	hito	wa	otoko	no	hito	ni	okane	o	
agemashita.
女	の	人	は	私	に	お金	を	くれました。
おんな	の	ひと	は	わたし	に	おかね	を	くれま	
した。
onna	no	hito	wa	watashi	ni	okane	o	
kuremashita.
男	の	人	は	お父さん	に	お金	を	もらいました。
おとこ	の	ひと	は	おとうさん	に	おかね	を	もらい
ました。
otoko	no	hito	wa	otousan	ni	okane	o	
moraimashita.

19	 コーヒー	は	いかがですか。
コーヒー	は	いかがですか。
koohii	wa	ikagadesuka.
はい、	お願いします。
はい、	おねがいします。
hai,	onegaishimasu.
水	は	いかがですか。
みず	は	いかがですか。
mizu	wa	ikagadesuka.
はい、	お願いします。
はい、	おねがいします。
hai,	onegaishimasu.

20	 ペン	が	いりますか。
ペン	が	いりますか。
pen	ga	irimasuka.
はい、	お願いします。
はい、	おねがいします。
hai,	onegaishimasu.

テニス	を	しませんか。
テニス	を	しませんか。
tenisu	o	shimasenka.
いいえ、	ゴルフ	が	したい	です。
いいえ、	ゴルフ	が	したい	です。
iie,	gorufu	ga	shitai	desu.

21	 コーヒー	は	いかがですか。
コーヒー	は	いかがですか。
koohii	wa	ikagadesuka.
いいえ、	結構	です。
いいえ、	けっこう	です。
iie,	kekkou	desu.
チョコレート	は	いかがですか。
チョコレート	は	いかがですか。
chokoreeto	wa	ikagadesuka.
はい、	お願いします。
はい、	おねがいします。
hai,	onegaishimasu.
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.

22	 お茶	は	いかがですか。
おちゃ	は	いかがですか。
ocha	wa	ikagadesuka.
はい、	お願いします。
はい、	おねがいします。
hai,	onegaishimasu.
コーヒー	は	いかがですか。
コーヒー	は	いかがですか。
koohii	wa	ikagadesuka.
はい、	お願いします。
はい、	おねがいします。
hai,	onegaishimasu.
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2.4 次のページへ

23	 左	か	右？
ひだり	か	みぎ？
hidari	ka	migi？
りんご	か	オレンジ？
りんご	か	オレンジ？
ringo	ka	orenji？
黒	か	赤？
くろ	か	あか？
kuro	ka	aka？

24	 水	か	ジュース	は	いかがですか。
みず	か	ジュース	は	いかがですか。
mizu	ka	juusu	wa	ikagadesuka.
ケーキ	か	チョコレート	は	いかがですか。
ケーキ	か	チョコレート	は	いかがですか。
keeki	ka	chokoreeto	wa	ikagadesuka.
本	か	新聞	は	いかがですか。
ほん	か	しんぶん	は	いかがですか。
hon	ka	shinbun	wa	ikagadesuka.
コーヒー	か	お茶	は	いかがですか。
コーヒー	か	おちゃ	は	いかがですか。
koohii	ka	ocha	wa	ikagadesuka.

25	 テニス	か	ゴルフ	を	しませんか。
テニス	か	ゴルフ	を	しませんか。
tenisu	ka	gorufu	o	shimasenka.
ゴルフ	が	したい	です。
ゴルフ	が	したい	です。
gorufu	ga	shitai	desu.
山	か	海岸	に	行きたい	ですか。
やま	か	かいがん	に	いきたい	ですか。
yama	ka	kaigan	ni	ikitai	desuka.
海岸	に	行きたい	です。
かいがん	に	いきたい	です。
kaigan	ni	ikitai	desu.

26	 チョコレート	か	果物	は	いかがですか。
チョコレート	か	くだもの	は	いかがですか。
chokoreeto	ka	kudamono	wa	ikagadesuka.
果物	を	お願いします。
くだもの	を	おねがいします。
kudamono	o	onegaishimasu.

お茶	か	コーヒー	は	いかがですか。
おちゃ	か	コーヒー	は	いかがですか。
ocha	ka	koohii	wa	ikagadesuka.
コーヒー	を	お願いします。
コーヒー	を	おねがいします。
koohii	o	onegaishimasu.

27	 牛乳	か	オレンジジュース	は	いかがですか。
ぎゅうにゅう	か	オレンジジュース	は	いかがで
すか。
gyuunyuu	ka	orenjijuusu	wa	ikagadesuka.
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
牛乳	か	オレンジジュース	は	いかがですか。
ぎゅうにゅう	か	オレンジジュース	は	いかがで
すか。
gyuunyuu	ka	orenjijuusu	wa	ikagadesuka.
「	オレンジジュース」	は	何	ですか。
「	オレンジジュース」	は	なん	ですか。
「	orenjijuusu」	wa	nan	desuka.
オレンジジュース	を	お願いします。
オレンジジュース	を	おねがいします。
orenjijuusu	o	onegaishimasu.

28	 現金	か	クレジットカード	で	払いますか。
げんきん	か	クレジットカード	で	はらいま	
すか。
genkin	ka	kurejittokaado	de	haraimasuka.
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
現金	か	クレジットカード	で	払いますか。
げんきん	か	クレジットカード	で	はらいま	
すか。
genkin	ka	kurejittokaado	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.
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29	 お名前	は？
おなまえ	は？
onamae	wa？
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
お名前	は？
おなまえ	は？
onamae	wa？
ロバート	です。
ロバート	です。
robaato	desu.
これ	は	いくら	ですか。
これ	は	いくら	ですか。
kore	wa	ikura	desuka.
すみません。	もう一度	言って	ください。
すみません。	もういちど	いって	ください。
sumimasen.	mouichido	itte	kudasai.
これ	は	いくら	ですか。
これ	は	いくら	ですか。
kore	wa	ikura	desuka.
三十	ドル	です。
さんじゅう	ドル	です。
sanjuu	doru	desu.

30	 日本語	を	勉強	しましたか。
にほんご	を	べんきょう	しましたか。
nihongo	o	benkyou	shimashitaka.
はい、		日本語	を	勉強	しました。
はい、		にほんご	を	べんきょう	しました。
hai,	nihongo	o	benkyou	shimashita.
この	言葉	は	どういう	意味	ですか。
この	ことば	は	どういう	いみ	ですか。
kono	kotoba	wa	douiu	imi	desuka.
この	言葉	は	「	郵便局」	という	意味	です。
この	ことば	は	「	ゆうびんきょく」	という	い
み	です。
kono	kotoba	ha	「	yuubinkyoku」	toiu	imi	
desu.

2.5 マイルストーン

01	 すみません。	今	何時	ですか。
すみません。	いま	なんじ	ですか。
sumimasen.	ima	nanji	desuka.
十一時	です
じゅういちじ	です
juuichiji	desu

02	 もう一度	言って	ください。
もういちど	いって	ください。
mouichido	itte	kudasai.
十一時	です。
じゅういちじ	です。
juuichiji	desu.

03	 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.

04	 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.
はい、	私	の	帽子	です。
はい、	わたし	の	ぼうし	です。
hai,	watashi	no	boushi	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	 海岸	に	行きましたか。
かいがん	に	いきましたか。
kaigan	ni	ikimashitaka.
はい。	海岸	に	行きました。
はい。	かいがん	に	いきました。
hai.	kaigan	ni	ikimashita.
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2.5 次のページへ

07	 どうして	日本	に	行きますか。
どうして	にほん	に	いきますか。
doushite	nihon	ni	ikimasuka.
私	は	勉強	します。
わたし	は	べんきょう	します。
watashi	wa	benkyou	shimasu.

08	 何	を	教えて	いましたか。
なに	を	おしえて	いましたか。
nani	o	oshiete	imashitaka.
アメリカ	に	いた	時	には、	音楽	を	教えて	いまし
た。	オーストラリア	に	いた	時	には、	数学	を	
教えて	いました。
アメリカ	に	いた	とき	には、	おんがく	を	おしえ
て	いました。	オーストラリア	に	いた	とき	に
は、	すうがく	を	おしえて	いました。
amerika	ni	ita	toki	niwa,	ongaku	o	oshiete	
imashita.	oosutoraria	ni	ita	toki	niwa,	suugaku	
o	oshiete	imashita.

09	 チョコレート	は	いかがですか。
チョコレート	は	いかがですか。
chokoreeto	wa	ikagadesuka.
はい、	いただきます。
はい、	いただきます。
hai,	itadakimasu.

10	 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.

11	 大学生	ですか。
だいがくせい	ですか。
daigakusei	desuka.
はい、	大学生	です。
はい、	だいがくせい	です。
hai,	daigakusei	desu.

12	 何	を	勉強	しますか。
なに	を	べんきょう	しますか。
nani	o	benkyou	shimasuka.
理科	を	勉強	します。
りか	を	べんきょう	します。
rika	o	benkyou	shimasu.
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3.1 コア	レッスン

01	 子供たち	は	歌って	います。
こどもたち	は	うたって	います。
kodomotachi	wa	utatte	imasu.
大人たち	は	踊って	います。
おとなたち	は	おどって	います。
otonatachi	wa	odotte	imasu.
男	の	人	は	歌って	います。
おとこ	の	ひと	は	うたって	います。
otoko	no	hito	wa	utatte	imasu.
女の子	は	踊って	います。
おんなのこ	は	おどって	います。
onnanoko	wa	odotte	imasu.

02	 女	の	人たち	は	踊って	います。
おんな	の	ひとたち	は	おどって	います。
onna	no	hitotachi	wa	odotte	imasu.
女	の	人たち	は	歌って	います。
おんな	の	ひとたち	は	うたって	います。
onna	no	hitotachi	wa	utatte	imasu.
男の子たち	は	歌って	います。
おとこのこたち	は	うたって	います。
otokonokotachi	wa	utatte	imasu.
男の子たち	は	踊って	います。
おとこのこたち	は	おどって	います。
otokonokotachi	wa	odotte	imasu.

03	 彼女	は	何か	読んで	います。
かのじょ	は	なにか	よんで	います。
kanojo	wa	nanika	yonde	imasu.
彼	は	何か	飲んで	います。
かれ	は	なにか	のんで	います。
kare	wa	nanika	nonde	imasu.
彼女	は	何か	料理して	います。
かのじょ	は	なにか	りょうりして	います。
kanojo	wa	nanika	ryourishite	imasu.
彼	は	彼女	に	何か	あげます。
かれ	は	かのじょ	に	なにか	あげます。
kare	wa	kanojo	ni	nanika	agemasu.

04	 彼女	は	何か	食べ物	が	ほしい	です。
かのじょ	は	なにか	たべもの	が	ほしい	です。
kanojo	wa	nanika	tabemono	ga	hoshii	desu.
この	犬	は	何か	飲み物	が	ほしい	です。
この	いぬ	は	なにか	のみもの	が	ほしい	です。
kono	inu	wa	nanika	nomimono	ga	hoshii	desu.
彼	は	何か	読み物	が	ほしい	です。
かれ	は	なにか	よみもの	が	ほしい	です。
kare	wa	nanika	yomimono	ga	hoshii	desu.

05	 彼	は	左	に	曲がって	は	いけません。
かれ	は	ひだり	に	まがって	は	いけません。
kare	wa	hidari	ni	magatte	wa	ikemasen.
犬	は	電車	に	乗って	は	いけません。
いぬ	は	でんしゃ	に	のって	は	いけません。
inu	wa	densha	ni	notte	wa	ikemasen.
生徒	は	遊んで	も	いい	です。
せいと	は	あそんで	も	いい	です。
seito	wa	asonde	mo	ii	desu.
車	は	右、	左、	また	は、	まっすぐ	に	行って	も	い
い	です。
くるま	は	みぎ、	ひだり、	また	は、	まっすぐ	に	
いって	も	いい	です。
kuruma	wa	migi,	hidari,	mata	wa,	massugu	ni	
itte	mo	ii	desu.

06	 彼ら	は	今	歩いて	は	いけません。
かれら	は	いま	あるいて	は	いけません。
karera	wa	ima	aruite	wa	ikemasen.
彼ら	は	今	歩いて	も	いい	です。
かれら	は	いま	あるいて	も	いい	です。
karera	wa	ima	aruite	mo	ii	desu.
彼女	は	この	湖	で	泳いで	も	いい	です。
かのじょ	は	この	みずうみ	で	およいで	も	いい	
です。
kanojo	wa	kono	mizuumi	de	oyoide	mo	ii	desu.
彼女	は	この	湖	で	泳いで	は	いけません。
かのじょ	は	この	みずうみ	で	およいで	は	いけま
せん。
kanojo	wa	kono	mizuumi	de	oyoide	wa	
ikemasen.
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3.1 次のページへ

07	 歌って	ください。
うたって	ください。
utatte	kudasai.
左	に	曲がって	ください。
ひだり	に	まがって	ください。
hidari	ni	magatte	kudasai.
座って	ください。
すわって	ください。
suwatte	kudasai.

08	 これ	を	飲んで	ください。
これ	を	のんで	ください。
kore	o	nonde	kudasai.
お名前	を	書いて	ください。
おなまえ	を	かいて	ください。
onamae	o	kaite	kudasai.
何か	読んで	ください。
なにか	よんで	ください。
nanika	yonde	kudasai.

09	 私	は	流し	の	中	に、	お皿	を	置いて	います。
わたし	は	ながし	の	なか	に、	おさら	を	おいて	い
ます。
watashi	wa	nagashi	no	naka	ni,	osara	o	oite	
imasu.
彼ら	は	椅子	の	上	に、	タオル	を	置いて	います。
かれら	は	いす	の	うえ	に、	タオル	を	おいて	い
ます。
karera	wa	isu	no	ue	ni,	taoru	o	oite	imasu.
学生	は	机	の	上	に、	自分	の	ノート	を	置いて	い
ます。
がくせい	は	つくえ	の	うえ	に、	じぶん	の	ノート	
を	おいて	います。
gakusei	wa	tsukue	no	ue	ni,	jibun	no	nooto	o	
oite	imasu.
私たち	は	ベッド	の	上	に、	毛布	を	置いて	い	
ます。
わたしたち	は	ベッド	の	うえ	に、	もうふ	を	おい
て	います。
watashitachi	wa	beddo	no	ue	ni,	moufu	o	oite	
imasu.

10	 どこ	に	かぎ	を	置きましたか。
どこ	に	かぎ	を	おきましたか。
doko	ni	kagi	o	okimashitaka.
テーブル	の	上	に	置きました。
テーブル	の	うえ	に	おきました。
teeburu	no	ue	ni	okimashita.
どこ	に	本	を	置きましたか。
どこ	に	ほん	を	おきましたか。
doko	ni	hon	o	okimashitaka.
椅子	の	上	に	置きました。
いす	の	うえ	に	おきました。
isu	no	ue	ni	okimashita.

11	 犬	は	男	の	人	に	新聞	を	持って	きます。
いぬ	は	おとこ	の	ひと	に	しんぶん	を	もって	き
ます。
inu	wa	otoko	no	hito	ni	shinbun	o	motte	
kimasu.
女の子たち	は	両親	に	朝ご飯	を	持って	きます。
おんなのこたち	は	りょうしん	に	あさごはん	を	
もって	きます。
onnanokotachi	wa	ryoushin	ni	asagohan	o	
motte	kimasu.
彼女	は	彼	に	タオル	を	持って	きます。
かのじょ	は	かれ	に	タオル	を	もって	きます。
kanojo	wa	kare	ni	taoru	o	motte	kimasu.
コーヒー	を	持って	きます。
コーヒー	を	もって	きます。
koohii	o	motte	kimasu.

12	 私	は	店	から	家	に	魚	を	持って	いきます。
わたし	は	みせ	から	いえ	に	さかな	を	もって	いき
ます。
watashi	wa	mise	kara	ie	ni	sakana	o	motte	
ikimasu.
彼女	は	公園	に	ボール	を	持って	いきます。
かのじょ	は	こうえん	に	ボール	を	もって	いき
ます。
kanojo	wa	kouen	ni	booru	o	motte	ikimasu.
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私たち	は	図書館	から	家	に	本	を	持って	いき	
ます。
わたしたち	は	としょかん	から	いえ	に	ほん	を	も
って	いきます。
watashitachi	wa	toshokan	kara	ie	ni	hon	o	
motte	ikimasu.
彼ら	は	公園	に	水	を	持って	いきます。
かれら	は	こうえん	に	みず	を	もって	いきます。
karera	wa	kouen	ni	mizu	o	motte	ikimasu.

13	 ベッド	の	上	に	コート	を	置いて	ください。
ベッド	の	うえ	に	コート	を	おいて	ください。
beddo	no	ue	ni	kooto	o	oite	kudasai.
台所	から	お皿	を	八枚	持って	きて	ください。
だいどころ	から	おさら	を	はちまい	もって	きて	
ください。
daidokoro	kara	osara	o	hachimai	motte	kite	
kudasai.
机	の	上	に	本	を	置いて	ください。
つくえ	の	うえ	に	ほん	を	おいて	ください。
tsukue	no	ue	ni	hon	o	oite	kudasai.
はしご	を	持って	きて	ください。
はしご	を	もって	きて	ください。
hashigo	o	motte	kite	kudasai.

14	 彼	に	ペン	を	ください。
かれ	に	ペン	を	ください。
kare	ni	pen	o	kudasai.
彼女	は	彼	に	ペン	を	あげます。
かのじょ	は	かれ	に	ペン	を	あげます。
kanojo	wa	kare	ni	pen	o	agemasu.
かさ	を	ください。
かさ	を	ください。
kasa	o	kudasai.
彼	は	彼女	に	かさ	を	あげます。
かれ	は	かのじょ	に	かさ	を	あげます。
kare	wa	kanojo	ni	kasa	o	agemasu.

15	 両親	は	息子さん	に	自転車	を	あげます。
りょうしん	は	むすこさん	に	じてんしゃ	を	あげ
ます。
ryoushin	wa	musukosan	ni	jitensha	o	agemasu.

女	の	人	は	友達	に	花	を	あげます。
おんな	の	ひと	は	ともだち	に	はな	を	あげます。
onna	no	hito	wa	tomodachi	ni	hana	o	agemasu.
男	の	人	は	奥さん	に	宝石	を	あげます。
おとこ	の	ひと	は	おくさん	に	ほうせき	を	あげ
ます。
otoko	no	hito	wa	okusan	ni	houseki	o	
agemasu.
彼	は	子供	に	おもちゃ	を	あげます。
かれ	は	こども	に	おもちゃ	を	あげます。
kare	wa	kodomo	ni	omocha	o	agemasu.

16	 彼	は	おもちゃ	が	ほしい	です。	彼	に	おもちゃ	を	
あげて	ください。
かれ	は	おもちゃ	が	ほしい	です。	かれ	に	おもち
ゃ	を	あげて	ください。
kare	wa	omocha	ga	hoshii	desu.	kare	ni	
omocha	o	agete	kudasai.
彼女	は	彼	に	おもちゃ	を	あげます。
かのじょ	は	かれ	に	おもちゃ	を	あげます。
kanojo	wa	kare	ni	omocha	o	agemasu.
ぼく	は	自転車	が	ほしい	です。	自転車	を	くだ
さい。
ぼく	は	じてんしゃ	が	ほしい	です。	じてんしゃ	
を	ください。
boku	wa	jitensha	ga	hoshii	desu.	jitensha	o	
kudasai.
お父さん	は	息子さん	に	自転車	を	あげます。
おとうさん	は	むすこさん	に	じてんしゃ	を	あげ
ます。
otousan	wa	musukosan	ni	jitensha	o	agemasu.

17	 彼女	に	何か	飲み物	を	ください。
かのじょ	に	なにか	のみもの	を	ください。
kanojo	ni	nanika	nomimono	o	kudasai.
彼	は	彼女	に	飲み物	を	あげます。
かれ	は	かのじょ	に	のみもの	を	あげます。
kare	wa	kanojo	ni	nomimono	o	agemasu.
彼	に	時計	を	あげて	ください。
かれ	に	とけい	を	あげて	ください。
kare	ni	tokei	o	agete	kudasai.
彼女	は	彼	に	時計	を	あげます。
かのじょ	は	かれ	に	とけい	を	あげます。
kanojo	wa	kare	ni	tokei	o	agemasu.
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18	 子供たち	は	パーティー	で	ゲーム	を	します。
こどもたち	は	パーティー	で	ゲーム	を	します。
kodomotachi	wa	paatii	de	geemu	o	shimasu.
この	人たち	は	パーティー	で	踊って	います。
この	ひとたち	は	パーティー	で	おどって	い	
ます。
kono	hitotachi	wa	paatii	de	odotte	imasu.
この	人たち	は	パーティー	で	歌って	います。
この	ひとたち	は	パーティー	で	うたって	い	
ます。
kono	hitotachi	wa	paatii	de	utatte	imasu.
彼女	は	パーティー	に	ケーキ	を	持って	きます。
かのじょ	は	パーティー	に	ケーキ	を	もって	き
ます。
kanojo	wa	paatii	ni	keeki	o	motte	kimasu.

19	 パーティー	が	終わります。
パーティー	が	おわります。
paatii	ga	owarimasu.
仕事	が	終わります。
しごと	が	おわります。
shigoto	ga	owarimasu.
春	が	始まります。
はる	が	はじまります。
haru	ga	hajimarimasu.
コンサート	が	始まります。
コンサート	が	はじまります。
konsaato	ga	hajimarimasu.

20	 試合	が	始まります。
しあい	が	はじまります。
shiai	ga	hajimarimasu.
試合	が	終わります。
しあい	が	おわります。
shiai	ga	owarimasu.
演劇	が	始まります。
えんげき	が	はじまります。
engeki	ga	hajimarimasu.
演劇	が	終わります。
えんげき	が	おわります。
engeki	ga	owarimasu.

21	 映画	が	始まります。
えいが	が	はじまります。
eiga	ga	hajimarimasu.
映画	が	終わります。
えいが	が	おわります。
eiga	ga	owarimasu.
試合	が	始まります。
しあい	が	はじまります。
shiai	ga	hajimarimasu.
試合	が	終わります。
しあい	が	おわります。
shiai	ga	owarimasu.

22	 彼ら	は	パーティー	を	出ます。
かれら	は	パーティー	を	でます。
karera	wa	paatii	o	demasu.
彼女	は	試合	に	着きます。
かのじょ	は	しあい	に	つきます。
kanojo	wa	shiai	ni	tsukimasu.
彼	は	会社	を	出ます。
かれ	は	かいしゃ	を	でます。
kare	wa	kaisha	o	demasu.
彼ら	は	コンサート	に	着きます。
かれら	は	コンサート	に	つきます。
karera	wa	konsaato	ni	tsukimasu.

23	 彼ら	は	病院	に	着きます。
かれら	は	びょういん	に	つきます。
karera	wa	byouin	ni	tsukimasu.
彼ら	は	病院	を	出ます。
かれら	は	びょういん	を	でます。
karera	wa	byouin	o	demasu.
彼	は	空港	に	着きます。
かれ	は	くうこう	に	つきます。
kare	wa	kuukou	ni	tsukimasu.
彼	は	空港	を	出ます。
かれ	は	くうこう	を	でます。
kare	wa	kuukou	o	demasu.

24	 彼	は	郵便局	に	行きます。
かれ	は	ゆうびんきょく	に	いきます。
kare	wa	yuubinkyoku	ni	ikimasu.
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彼ら	は	海岸	から	来ます。
かれら	は	かいがん	から	きます。
karera	wa	kaigan	kara	kimasu.
彼女	は	パーティー	に	行きます。
かのじょ	は	パーティー	に	いきます。
kanojo	wa	paatii	ni	ikimasu.
彼ら	は	本屋	から	来ます。
かれら	は	ほんや	から	きます。
karera	wa	honya	kara	kimasu.

25	 今日、	仕事	に	来ますか。
きょう、	しごと	に	きますか。
kyou,	shigoto	ni	kimasuka.
いいえ、	行きません。
いいえ、	いきません。
iie,	ikimasen.
今晩、	私	の	パーティー	に	来ますか。
こんばん、	わたし	の	パーティー	に	きますか。
konban,	watashi	no	paatii	ni	kimasuka.
はい、	行きます。
はい、	いきます。
hai,	ikimasu.

26	 スー	さん	は	来週	の	金曜日	に	私	の	パーティー	に	
来て	も	いい	ですか。
スー	さん	は	らいしゅう	の	きんようび	に	わたし	
の	パーティー	に	きて	も	いい	ですか。
suu	san	wa	raishuu	no	kinyoubi	ni	watashi	no	
paatii	ni	kite	mo	ii	desuka.
はい、	いい	です。
はい、	いい	です。
hai,	ii	desu.
いつ	始まりますか。
いつ	はじまりますか。
itsu	hajimarimasuka.
午後	八時	に	始まります。
ごご	はちじ	に	はじまります。
gogo	hachiji	ni	hajimarimasu.
いつ	終わりますか。
いつ	おわりますか。
itsu	owarimasuka.

十一時	三十分	に	終わります。
じゅういちじ	さんじゅっぷん	に	おわります。
juuichiji	sanjuppun	ni	owarimasu.

27	 何か	飲み物	を	もらって	も	いい	ですか。
なにか	のみもの	を	もらって	も	いい	ですか。
nanika	nomimono	o	moratte	mo	ii	desuka.
はい、	お茶	を	どうぞ。
はい、	おちゃ	を	どうぞ。
hai,	ocha	o	douzo.
何か	食べ物	を	もらって	も	いい	ですか。
なにか	たべもの	を	もらって	も	いい	ですか。
nanika	tabemono	o	moratte	mo	ii	desuka.
はい、	ケーキ	を	どうぞ。
はい、	ケーキ	を	どうぞ。
hai,	keeki	o	douzo.

28	 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.
今月	は	三十日	です。
こんげつ	は	さんじゅうにち	です。
kongetsu	wa	sanjuunichi	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.

29	 一年	は	一月	に	始まります。
いちねん	は	いちがつ	に	はじまります。
ichinen	wa	ichigatsu	ni	hajimarimasu.
ブラジル	では、	二月	に	雨	が	降ります。
ブラジル	では、	にがつ	に	あめ	が	ふります。
burajiru	dewa,	nigatsu	ni	ame	ga	furimasu.
日本	では、	春	は	三月	に	始まります。
にほん	では、	はる	は	さんがつ	に	はじまり	
ます。
nihon	dewa,	haru	wa	sangatsu	ni	hajimarimasu.
四月	は	一年	の	四番目	の	月	です。
しがつ	は	いちねん	の	よんばんめ	の	つき	です。
shigatsu	wa	ichinen	no	yonbanme	no	tsuki	
desu.
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30	 北京	では、	五月	は	晴れ	です。
ぺきん	では、	ごがつ	は	はれ	です。
pekin	dewa,	gogatsu	wa	hare	desu.
オーストラリア	では、	冬	は	六月	に	始まり	
ます。
オーストラリア	では、	ふゆ	は	ろくがつ	に	はじ
まります。
oosutoraria	dewa,	fuyu	wa	rokugatsu	ni	
hajimarimasu.
アメリカ	では、	家族	は	七月	に	外	で	料理	し	
ます。
アメリカ	では、	かぞく	は	しちがつ	に	そと	で		
りょうり	します。
amerika	dewa,	kazoku	wa	shichigatsu	ni	soto	
de	ryouri	shimasu.
一年	の	八番目	の	月	は	八月	です。
いちねん	の	はちばんめ	の	つき	は	はちがつ		
です。
ichinen	no	hachibanme	no	tsuki	wa	hachigatsu	
desu.

31	 フランス	では、	学校	は	九月	に	始まります。
フランス	では、	がっこう	は	くがつ	に	はじまり
ます。
furansu	dewa,	gakkou	wa	kugatsu	ni	
hajimarimasu.
十月	は	一年	の	十番目	の	月	です。
じゅうがつ	は	いちねん	の	じゅうばんめ	の	つき	
です。
juugatsu	wa	ichinen	no	juubanme	no	tsuki	
desu.
十一月	の	ロシア	は	寒い	です。
じゅういちがつ	の	ロシア	は	さむい	です。
juuichigatsu	no	roshia	wa	samui	desu.
イタリア	では、	十二月	は	寒い	月	です。
イタリア	では、	じゅうにがつ	は	さむい	つき	
です。
itaria	dewa,	juunigatsu	wa	samui	tsuki	desu.

32	 一月
いちがつ
ichigatsu
二月
にがつ
nigatsu
三月
さんがつ
sangatsu
四月
しがつ
shigatsu
五月
ごがつ
gogatsu
六月
ろくがつ
rokugatsu

33	 七月
しちがつ
shichigatsu
八月
はちがつ
hachigatsu
九月
くがつ
kugatsu
十月
じゅうがつ
juugatsu
十一月
じゅういちがつ
juuichigatsu
十二月
じゅうにがつ
juunigatsu
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34	 一月
いちがつ
ichigatsu
二月
にがつ
nigatsu
三月
さんがつ
sangatsu
四月
しがつ
shigatsu
五月
ごがつ
gogatsu
六月
ろくがつ
rokugatsu
七月
しちがつ
shichigatsu
八月
はちがつ
hachigatsu
九月
くがつ
kugatsu
十月
じゅうがつ
juugatsu
十一月
じゅういちがつ
juuichigatsu
十二月
じゅうにがつ
juunigatsu

35	 いつ	海	に	行きますか。
いつ	うみ	に	いきますか。
itsu	umi	ni	ikimasuka.
二月	に	行きます。
にがつ	に	いきます。
nigatsu	ni	ikimasu.
いつ	山	に	行きますか。
いつ	やま	に	いきますか。
itsu	yama	ni	ikimasuka.
八月	に	行きます。
はちがつ	に	いきます。
hachigatsu	ni	ikimasu.
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3.2 コア	レッスン

01	 男の子	は	図書館	で	女の子	を	手伝って	います。
おとこのこ	は	としょかん	で	おんなのこ	を	てつ
だって	います。
otokonoko	wa	toshokan	de	onnanoko	o	
tetsudatte	imasu.
男の子たち	は	おじいさん	を	手伝って	います。
おとこのこたち	は	おじいさん	を	てつだって	い
ます。
otokonokotachi	wa	ojiisan	o	tetsudatte	imasu.
女の子	は	お父さん	を	手伝って	います。
おんなのこ	は	おとうさん	を	てつだって	い	
ます。
onnanoko	wa	otousan	o	tetsudatte	imasu.

02	 この	先生	は	生徒	を	手伝って	います。
この	せんせい	は	せいと	を	てつだって	います。
kono	sensei	wa	seito	o	tetsudatte	imasu.
この	先生	は	学生	を	手伝って	いません。
この	せんせい	は	がくせい	を	てつだって	いま
せん。
kono	sensei	wa	gakusei	o	tetsudatte	imasen.
この	犬	は	男	の	人	を	手伝って	います。
この	いぬ	は	おとこ	の	ひと	を	てつだって	い	
ます。
kono	inu	wa	otoko	no	hito	o	tetsudatte	imasu.
この	犬	は	男	の	人	を	手伝って	いません。
この	いぬ	は	おとこ	の	ひと	を	てつだって	いま
せん。
kono	inu	wa	otoko	no	hito	o	tetsudatte	
imasen.

03	 男	の	人	は	海	で	友達	に	会って	います。
おとこ	の	ひと	は	うみ	で	ともだち	に	あって	い
ます。
otoko	no	hito	wa	umi	de	tomodachi	ni	atte	
imasu.
女	の	人	は	レストラン	で	お父さん	に	会って	い
ます。
おんな	の	ひと	は	レストラン	で	おとうさん	に	あ
って	います。
onna	no	hito	wa	resutoran	de	otousan	ni	atte	
imasu.

女	の	人	は	公園	で	ご主人	に	会って	います。
おんな	の	ひと	は	こうえん	で	ごしゅじん	に	あっ
て	います。
onna	no	hito	wa	kouen	de	goshujin	ni	atte	
imasu.

04	 女	の	人	は	会社	で	マネージャー	に	会って	い	
ます。
おんな	の	ひと	は	かいしゃ	で	マネージャー	に	あ
って	います。
onna	no	hito	wa	kaisha	de	maneejaa	ni	atte	
imasu.
彼	は	工場	で	男	の	人	に	会って	います。
かれ	は	こうじょう	で	おとこ	の	ひと	に	あって	い
ます。
kare	wa	koujou	de	otoko	no	hito	ni	atte	imasu.
マネージャー	は	レストラン	で	従業員	に	会って	
います。
マネージャー	は	レストラン	で	じゅうぎょうい
ん	に	あって	います。
maneejaa	wa	resutoran	de	juugyouin	ni	atte	
imasu.

05	 彼女	は	警察	に	電話して	います。
かのじょ	は	けいさつ	に	でんわして	います。
kanojo	wa	keisatsu	ni	denwashite	imasu.
彼女	は	医者	に	電話して	います。
かのじょ	は	いしゃ	に	でんわして	います。
kanojo	wa	isha	ni	denwashite	imasu.
彼	は	奥さん	に	電話して	います。
かれ	は	おくさん	に	でんわして	います。
kare	wa	okusan	ni	denwashite	imasu.
彼女	は	お母さん	に	電話して	います。
かのじょ	は	おかあさん	に	でんわして	います。
kanojo	wa	okaasan	ni	denwashite	imasu.

06	 女	の	人	は	車	の	中	で	男	の	人	に	話して	います。
おんな	の	ひと	は	くるま	の	なか	で	おとこ	の	ひと	
に	はなして	います。
onna	no	hito	wa	kuruma	no	naka	de	otoko	no	
hito	ni	hanashite	imasu.
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マネージャー	は	会社	で	従業員	に	話して	い	
ます。
マネージャー	は	かいしゃ	で	じゅうぎょういん	
に	はなして	います。
maneejaa	wa	kaisha	de	juugyouin	ni	hanashite	
imasu.
先生	は	生徒	に	話して	います。
せんせい	は	せいと	に	はなして	います。
sensei	wa	seito	ni	hanashite	imasu.
男	の	人	は	馬	に	話して	います。
おとこ	の	ひと	は	うま	に	はなして	います。
otoko	no	hito	wa	uma	ni	hanashite	imasu.

07	 女	の	人	は	レストラン	で	友達	に	会って	います。
おんな	の	ひと	は	レストラン	で	ともだち	に	あっ
て	います。
onna	no	hito	wa	resutoran	de	tomodachi	ni	
atte	imasu.
子供たち	は	おじいさん	を	手伝って	います。
こどもたち	は	おじいさん	を	てつだって	い	
ます。
kodomotachi	wa	ojiisan	o	tetsudatte	imasu.
彼女	は	妹	に	話して	います。
かのじょ	は	いもうと	に	はなして	います。
kanojo	wa	imouto	ni	hanashite	imasu.
男の子	は	お母さん	に	電話して	います。
おとこのこ	は	おかあさん	に	でんわして	い	
ます。
otokonoko	wa	okaasan	ni	denwashite	imasu.

08	 彼ら	は	美術館	で	友達	に	会って	います。
かれら	は	びじゅつかん	で	ともだち	に	あって	い
ます。
karera	wa	bijutsukan	de	tomodachi	ni	atte	
imasu.
男	の	人	は	女	の	人	を	手伝って	います。
おとこ	の	ひと	は	おんな	の	ひと	を	てつだって	い
ます。
otoko	no	hito	wa	onna	no	hito	o	tetsudatte	
imasu.

男	の	人	は	マネージャー	に	電話して	います。
おとこ	の	ひと	は	マネージャー	に	でんわして	い
ます。
otoko	no	hito	wa	maneejaa	ni	denwashite	imasu.
マネージャー	は	会社	で	従業員	に	会って	い	
ます。
マネージャー	は	かいしゃ	で	じゅうぎょういん	
に	あって	います。
maneejaa	wa	kaisha	de	juugyouin	ni	atte	imasu.
女の子	は	友達	に	話して	います。
おんなのこ	は	ともだち	に	はなして	います。
onnanoko	wa	tomodachi	ni	hanashite	imasu.
女の子	は	公園	で	友達	に	会って	います。
おんなのこ	は	こうえん	で	ともだち	に	あって	い
ます。
onnanoko	wa	kouen	de	tomodachi	ni	atte	
imasu.

09	 誰	に	電話して	いますか。
だれ	に	でんわして	いますか。
dare	ni	denwashite	imasuka.
お医者さん	に	電話して	います。
おいしゃさん	に	でんわして	います。
oishasan	ni	denwashite	imasu.
誰	と	話して	いますか。
だれ	と	はなして	いますか。
dare	to	hanashite	imasuka.
お医者さん	と	話して	います。
おいしゃさん	と	はなして	います。
oishasan	to	hanashite	imasu.

10	 誰	に	電話して	いますか。
だれ	に	でんわして	いますか。
dare	ni	denwashite	imasuka.
妻	に	電話して	います。
つま	に	でんわして	います。
tsuma	ni	denwashite	imasu.
誰	と	話して	いますか。
だれ	と	はなして	いますか。
dare	to	hanashite	imasuka.
妻	と	話して	います。
つま	と	はなして	います。
tsuma	to	hanashite	imasu.



62

3.2 次のページへ

11	 彼	は	パーティー	に	早く	来ました。
かれ	は	パーティー	に	はやく	きました。
kare	wa	paatii	ni	hayaku	kimashita.
彼ら	は	パーティー	に	時間	通り	に	来ました。
かれら	は	パーティー	に	じかん	どおり	に	きま
した。
karera	wa	paatii	ni	jikan	doori	ni	kimashita.
彼女	は	パーティー	に	遅れて	来ました。
かのじょ	は	パーティー	に	おくれて	きました。
kanojo	wa	paatii	ni	okurete	kimashita.

12	 男	の	人	は	遅れて	います。
おとこ	の	ひと	は	おくれて	います。
otoko	no	hito	wa	okurete	imasu.
彼	の	奥さん	は	遅れて	います。
かれ	の	おくさん	は	おくれて	います。
kare	no	okusan	wa	okurete	imasu.
子供たち	は	遅れて	います。
こどもたち	は	おくれて	います。
kodomotachi	wa	okurete	imasu.

13	 彼	は	パーティー	に	早く	来ました。
かれ	は	パーティー	に	はやく	きました。
kare	wa	paatii	ni	hayaku	kimashita.
彼女	は	学校	に	遅れて	います。
かのじょ	は	がっこう	に	おくれて	います。
kanojo	wa	gakkou	ni	okurete	imasu.
私たち	は	夕食	に	早く	来ました。
わたしたち	は	ゆうしょく	に	はやく	きました。
watashitachi	wa	yuushoku	ni	hayaku	kimashita.
彼	は	飛行機	に	遅れて	います。
かれ	は	ひこうき	に	おくれて	います。
kare	wa	hikouki	ni	okurete	imasu.

14	 彼女	は	仕事	に	早く	来ました。
かのじょ	は	しごと	に	はやく	きました。
kanojo	wa	shigoto	ni	hayaku	kimashita.
彼	は	映画	に	遅れて	来ました。
かれ	は	えいが	に	おくれて	きました。
kare	wa	eiga	ni	okurete	kimashita.

私たち	は	コンサート	に	時間	通り	に	来ました。
わたしたち	は	コンサート	に	じかん	どおり	に	き
ました。
watashitachi	wa	konsaato	ni	jikan	doori	ni	
kimashita.

15	 この	テレビ	は	百二十	ユーロ	です。
この	テレビ	は	ひゃくにじゅう	ユーロ	です。
kono	terebi	wa	hyakunijuu	yuuro	desu.
この	カメラ	は	二百五	ポンド	です。
この	カメラ	は	にひゃくご	ポンド	です。
kono	kamera	wa	nihyakugo	pondo	desu.
この	野菜	は	三百七	円	です。
この	やさい	は	さんびゃくなな	えん	です。
kono	yasai	wa	sanbyakunana	en	desu.
この	くつ	は	四百二十	円	です。
この	くつ	は	よんひゃくにじゅう	えん	です。
kono	kutsu	wa	yonhyakunijuu	en	desu.

16	 この	石けん	は	五百	円	です。
この	せっけん	は	ごひゃく	えん	です。
kono	sekken	wa	gohyaku	en	desu.
この	くつ下	は	六百	円	です。
この	くつした	は	ろっぴゃく	えん	です。
kono	kutsushita	wa	roppyaku	en	desu.
この	毛布	は	七百	円	です。
この	もうふ	は	ななひゃく	えん	です。
kono	moufu	wa	nanahyaku	en	desu.
この	肉	は	八百	円	です。
この	にく	は	はっぴゃく	えん	です。
kono	niku	wa	happyaku	en	desu.

17	 この	ベッド	は	七千四百	円	です。
この	ベッド	は	ななせんよんひゃく	えん	です。
kono	beddo	wa	nanasenyonhyaku	en	desu.
この	スーツ	は	三千九百	円	です。
この	スーツ	は	さんぜんきゅうひゃく	えん	で
す。
kono	suutsu	wa	sanzenkyuuhyaku	en	desu.
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この	めがね	は	千七百	円	です。
この	めがね	は	せんななひゃく	えん	です。
kono	megane	wa	sennanahyaku	en	desu.
この	ジーンズ	は	二千三百	円	です。
この	ジーンズ	は	にせんさんびゃく	えん	です。
kono	jiinzu	wa	nisensanbyaku	en	desu.

18	 この	車	は	六千七百	ドル	です。
この	くるま	は	ろくせんななひゃく	ドル	です。
kono	kuruma	wa	rokusennanahyaku	doru	
desu.
この	自転車	は	五千	円	です。
この	じてんしゃ	は	ごせん	えん	です。
kono	jitensha	wa	gosen	en	desu.
この	宝石	は	千二百	ユーロ	です。
この	ほうせき	は	せんにひゃく	ユーロ	です。
kono	houseki	wa	sennihyaku	yuuro	desu.
この	ドレス	は	八千九百	円	です。
この	ドレス	は	はっせんきゅうひゃく	えん		
です。
kono	doresu	wa	hassenkyuuhyaku	en	desu.

19	 年	は	2005	年	です。
とし	は	2005	ねん	です。
toshi	wa	2005	nen	desu.
番号	は	2005	です。
ばんごう	は	2005	です。
bangou	wa	2005	desu.
年	は	1890	年	です。
とし	は	1890	ねん	です。
toshi	wa	1890	nen	desu.
番号	は	1890	です。
ばんごう	は	1890	です。
bangou	wa	1890	desu.
年	は	1931	年	です。
とし	は	1931	ねん	です。
toshi	wa	1931	nen	desu.
番号	は	1931	です。
ばんごう	は	1931	です。
bangou	wa	1931	desu.

20	 住所
じゅうしょ
juusho
住所
じゅうしょ
juusho
住所
じゅうしょ
juusho
電話番号
でんわばんごう
denwabangou
電話番号
でんわばんごう
denwabangou
日付
ひづけ
hizuke

21	 Eメールアドレス
Eメールアドレス
Emeeruadoresu
Eメールアドレス
Eメールアドレス
Emeeruadoresu
Eメールアドレス
Eメールアドレス
Emeeruadoresu
日付
ひづけ
hizuke
日付
ひづけ
hizuke
電話番号
でんわばんごう
denwabangou
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22	 これ	は	住所	です。
これ	は	じゅうしょ	です。
kore	wa	juusho	desu.
これ	は	電話番号	です。
これ	は	でんわばんごう	です。
kore	wa	denwabangou	desu.
これ	は	Eメールアドレス	です。
これ	は	Eメールアドレス	です。
kore	wa	Emeeruadoresu	desu.
これ	は	日付	です。
これ	は	ひづけ	です。
kore	wa	hizuke	desu.

23	 医者	に	電話して。
いしゃ	に	でんわして。
isha	ni	denwashite.
カフェ	に	来て。
カフェ	に	きて。
kafe	ni	kite.
手伝って。
てつだって。
tetsudatte.
テーブル	の	上	に	ボウル	を	置いて。
テーブル	の	うえ	に	ボウル	を	おいて。
teeburu	no	ue	ni	bouru	o	oite.

24	 踊って。
おどって。
odotte.
待って。
まって。
matte.
本	を	読んで。
ほん	を	よんで。
hon	o	yonde.
手	を	洗って。
て	を	あらって。
te	o	aratte.

25	 座って。
すわって。
suwatte.
左	に	曲がって。
ひだり	に	まがって。
hidari	ni	magatte.
ぼく	を	見て。
ぼく	を	みて。
boku	o	mite.
電話して。
でんわして。
denwashite.

26	 右	に	曲がって。
みぎ	に	まがって。
migi	ni	magatte.
聞いて。
きいて。
kiite.
自分	の	コップ	を	流し	に	置いて。
じぶん	の	コップ	を	ながし	に	おいて。
jibun	no	koppu	o	nagashi	ni	oite.

27	 手伝って。
てつだって。
tetsudatte.
手	を	洗って。
て	を	あらって。
te	o	aratte.
泳いで。
およいで。
oyoide.
歩いて。
あるいて。
aruite.

28	 お姉さん	を	手伝って。
おねえさん	を	てつだって。
oneesan	o	tetsudatte.
手伝って。
てつだって。
tetsudatte.
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29	 バルセロナ	は	どこ	ですか。
バルセロナ	は	どこ	ですか。
baruserona	wa	doko	desuka.
バルセロナ	は	そこ	に	あります。
バルセロナ	は	そこ	に	あります。
baruserona	wa	soko	ni	arimasu.
美術館	は	どこ	ですか。
びじゅつかん	は	どこ	ですか。
bijutsukan	wa	doko	desuka.
わかりません。
わかりません。
wakarimasen.
くつ下	は	どこ	ですか。
くつした	は	どこ	ですか。
kutsushita	wa	doko	desuka.
わかりません。
わかりません。
wakarimasen.

30	 彼	は	彼女	の	電話番号	を	知って	います。
かれ	は	かのじょ	の	でんわばんごう	を	しって	い
ます。
kare	wa	kanojo	no	denwabangou	o	shitte	
imasu.
彼女	は	彼	の	電話番号	を	知りません。
かのじょ	は	かれ	の	でんわばんごう	を	しりま
せん。
kanojo	wa	kare	no	denwabangou	o	shirimasen.
彼女	は	彼	の	名前	を	知って	います。
かのじょ	は	かれ	の	なまえ	を	しって	います。
kanojo	wa	kare	no	namae	o	shitte	imasu.

31	 医者	に	電話	を	したいん	です。	電話番号	を	知っ
て	いますか。
いしゃ	に	でんわ	を	したいん	です。	でんわばん
ごう	を	しって	いますか。
isha	ni	denwa	o	shitain	desu.	denwabangou	o	
shitte	imasuka.
いいえ、	電話番号	を	知りません。
いいえ、	でんわばんごう	を	しりません。
iie,	denwabangou	o	shirimasen.

美術館	に	行きたいん	です。	住所	を	知って	いま
すか。
びじゅつかん	に	いきたいん	です。	じゅうしょ	
を	しって	いますか。
bijutsukan	ni	ikitain	desu.	juusho	o	shitte	
imasuka.
はい、	メイン	通り	です。
はい、	メイン	どおり	です。
hai,	mein	doori	desu.

32	 私	の	パーティー	に	来ますか。
わたし	の	パーティー	に	きますか。
watashi	no	paatii	ni	kimasuka.
はい、	行きます。	でも	遅れます。
はい、	いきます。	でも	おくれます。
hai,	ikimasu.	demo	okuremasu.
私	の	家	の	住所	を	知って	いますか。
わたし	の	いえ	の	じゅうしょ	を	しって	いま	
すか。
watashi	no	ie	no	juusho	o	shitte	imasuka.
はい、	知って	います。
はい、	しって	います。
hai,	shitte	imasu.

33	 一
いち
ichi
7	月	1	日
7	がつ	1	たち
7	gatsu	1	tachi
二
に
ni
7	月	2	日
7	がつ	2	か
7	gatsu	2	ka
三
さん
san
7	月	3	日
7	がつ	3	か
7	gatsu	3	ka
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六
ろく
roku
7	月	6	日
7	がつ	6	か
7	gatsu	6	ka
二十四
にじゅうよん
nijuuyon
7	月	24	日
7	がつ	24	か
7	gatsu	24	ka
三十一
さんじゅういち
sanjuuichi
7	月	31	日
7	がつ	31	にち
7	gatsu	31	nichi

34	 12	月	24	日	です。
12	がつ	24	か	です。
12	gatsu	24	ka	desu.
12	月	25	日	です。
12	がつ	25	にち	です。
12	gatsu	25	nichi	desu.
12	月	31	日	です。
12	がつ	31	にち	です。
12	gatsu	31	nichi	desu.
1	月	1	日	です。
1	がつ	1	たち	です。
1	gatsu	1	tachi	desu.

35	 7	月	14	日	です。
7	がつ	14	か	です。
7	gatsu	14	ka	desu.
5	月	1	日	です。
5	がつ	1	たち	です。
5	gatsu	1	tachi	desu.
4	月	22	日	木曜日	です。
4	がつ	22	にち	もくようび	です。
4	gatsu	22	nichi	mokuyoubi	desu.

5	月	5	日	金曜日	です。
5	がつ	5	か	きんようび	です。
5	gatsu	5	ka	kinyoubi	desu.

36	 今日	は	6	月	5	日	ですか。
きょう	は	6	がつ	5	か	ですか。
kyou	wa	6	gatsu	5	ka	desuka.
はい、	今日	は	6	月	5	日	です。
はい、	きょう	は	6	がつ	5	か	です。
hai,	kyou	wa	6	gatsu	5	ka	desu.
今日	は	3	月	20	日	ですか。
きょう	は	3	がつ	20	か	ですか。
kyou	wa	3	gatsu	20	ka	desuka.
はい、	今日	は	3	月	20	日	です。
はい、	きょう	は	3	がつ	2					か	です。
hai,	kyou	wa	3	gatsu	20	ka	desu.

37	 今日	は	何日	ですか。
きょう	は	なんにち	ですか。
kyou	wa	nannichi	desuka.
2011	年	6	月	19	日	です。
2011	ねん	6	がつ	19	にち	です。
2011	nen	6	gatsu	19	nichi	desu.
今日	は	何日	ですか。
きょう	は	なんにち	ですか。
kyou	wa	nannichi	desuka.
2005	年	1	月	12	です。
2005	ねん	1	がつ	12	にち	です。
2005	nen	1	gatsu	12	nichi	desu.

38	 私	の	誕生日	は	6	月	7	日	です。
わたし	の	たんじょうび	は	6	がつ	7	か	です。
watashi	no	tanjoubi	wa	6	gatsu	7	ka	desu.
学校	は	9	月	5	日	に	始まります。
がっこう	は	9	がつ	5	か	に	はじまります。
gakkou	wa	9	gatsu	5	ka	ni	hajimarimasu.
私たち	は	2	月	13	日	に	山	に	行きます。
わたしたち	は	2	がつ	13	にち	に	やま	に	いき	
ます。
watashitachi	wa	2	gatsu	13	nichi	ni	yama	ni	
ikimasu.
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01	 子供たち	は	誕生日	パーティー	で	ゲーム	を	して	
います。
こどもたち	は	たんじょうび	パーティー	で	ゲー
ム	を	して	います。
kodomotachi	wa	tanjoubi	paatii	de	geemu	o	
shite	imasu.
今日	は	彼	の	誕生日	です。	五十歳	です。
きょう	は	かれ	の	たんじょうび	です。	ごじゅっ
さい	です。
kyou	wa	kare	no	tanjoubi	desu.	gojussai	desu.
私たち	の	誕生日	は	同じ	です。
わたしたち	の	たんじょうび	は	おなじ	です。
watashitachi	no	tanjoubi	wa	onaji	desu.
これ	は	彼女	の	十五歳	の	誕生日	の	ケーキ	です。
これ	は	かのじょ	の	じゅうごさい	の	たんじょう
び	の	ケーキ	です。
kore	wa	kanojo	no	juugosai	no	tanjoubi	no	
keeki	desu.

02	 彼ら	は	ビーチ	パーティー	で	踊って	います。
かれら	は	ビーチ	パーティー	で	おどって	い	
ます。
karera	wa	biichi	paatii	de	odotte	imasu.
彼ら	は	誕生日	パーティー	で	ケーキ	を	食べて	い
ます。
かれら	は	たんじょうび	パーティー	で	ケーキ	を	
たべて	います。
karera	wa	tanjoubi	paatii	de	keeki	o	tabete	
imasu.
彼ら	は	仮装	パーティー	に	行きます。
かれら	は	かそう	パーティー	に	いきます。
karera	wa	kasou	paatii	ni	ikimasu.

03	 それ	は	どんな	パーティー	ですか。
それ	は	どんな	パーティー	ですか。
sore	wa	donna	paatii	desuka.
誕生日	パーティー	です。
たんじょうび	パーティー	です。
tanjoubi	paatii	desu.
これ	は	どんな	パーティー	ですか。
これ	は	どんな	パーティー	ですか。
kore	wa	donna	paatii	desuka.

仮装	パーティー	です。
かそう	パーティー	です。
kasou	paatii	desu.
それ	は	どんな	パーティー	でしたか。
それ	は	どんな	パーティー	でしたか。
sore	wa	donna	paatii	deshitaka.
ビーチ	パーティー	でした。
ビーチ	パーティー	でした。
biichi	paatii	deshita.

04	 りんご	は	果物	の	一種	です。
りんご	は	くだもの	の	いっしゅ	です。
ringo	wa	kudamono	no	isshu	desu.
オレンジ	は	果物	の	一種	です。
オレンジ	は	くだもの	の	いっしゅ	です。
orenji	wa	kudamono	no	isshu	desu.
スカート	は	服	の	一種	です。
スカート	は	ふく	の	いっしゅ	です。
sukaato	wa	fuku	no	isshu	desu.
ズボン	は	服	の	一種	です。
ズボン	は	ふく	の	いっしゅ	です。
zubon	wa	fuku	no	isshu	desu.

05	 デザート
デザート
dezaato
デザート
デザート
dezaato
デザート
デザート
dezaato
サラダ
サラダ
sarada
サラダ
サラダ
sarada
スープ
スープ
suupu
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06	 彼	は	デザート	は	食べました	が、	サラダ	は	食べ
ません	でした。
かれ	は	デザート	は	たべました	が、	サラダ	は	た
べません	でした。
kare	wa	dezaato	wa	tabemashita	ga,	sarada	wa	
tabemasen	deshita.
彼女	は	デザート	に	チョコレート	を	食べて	い
ます。
かのじょ	は	デザート	に	チョコレート	を	たべて	
います。
kanojo	wa	dezaato	ni	chokoreeto	o	tabete	
imasu.
彼女	は	昼ご飯	に	スープ	と	サンドイッチ	を	食べ
て	います。
かのじょ	は	ひるごはん	に	スープ	と	サンドイッ
チ	を	たべて	います。
kanojo	wa	hirugohan	ni	suupu	to	sandoicchi	o	
tabete	imasu.

07	 夕ご飯	は	デザート	で	終わります。
ゆうごはん	は	デザート	で	おわります。
yuugohan	wa	dezaato	de	owarimasu.
彼女	は	昼ご飯	に	サラダ	を	食べて	います。
かのじょ	は	ひるごはん	に	サラダ	を	たべて	い
ます。
kanojo	wa	hirugohan	ni	sarada	o	tabete	imasu.
夕ご飯	は	スープ	で	始まります。
ゆうごはん	は	スープ	で	はじまります。
yuugohan	wa	suupu	de	hajimarimasu.

08	 デザート
デザート
dezaato
サラダ
サラダ
sarada
スープ
スープ
suupu

09	 彼	は	デザート	を	作って	います。
かれ	は	デザート	を	つくって	います。
kare	wa	dezaato	o	tsukutte	imasu.

彼女	は	サラダ	を	作って	います。
かのじょ	は	サラダ	を	つくって	います。
kanojo	wa	sarada	o	tsukutte	imasu.
彼	は	サンドイッチ	を	作って	います。
かれ	は	サンドイッチ	を	つくって	います。
kare	wa	sandoicchi	o	tsukutte	imasu.
彼女	は	スープ	を	作って	います。
かのじょ	は	スープ	を	つくって	います。
kanojo	wa	suupu	o	tsukutte	imasu.

10	 私	は	朝ご飯	を	作って	います。
わたし	は	あさごはん	を	つくって	います。
watashi	wa	asagohan	o	tsukutte	imasu.
私たち	は	夕ご飯	を	作って	います。
わたしたち	は	ゆうごはん	を	つくって	います。
watashitachi	wa	yuugohan	o	tsukutte	imasu.
彼ら	は	昼ご飯	を	作って	います。
かれら	は	ひるごはん	を	つくって	います。
karera	wa	hirugohan	o	tsukutte	imasu.

11	 彼女	は	デザート	を	作って	います。
かのじょ	は	デザート	を	つくって	います。
kanojo	wa	dezaato	o	tsukutte	imasu.
彼女	は	デザート	を	食べて	います。
かのじょ	は	デザート	を	たべて	います。
kanojo	wa	dezaato	o	tabete	imasu.
彼	は	サラダ	を	作って	います。
かれ	は	サラダ	を	つくって	います。
kare	wa	sarada	o	tsukutte	imasu.
彼	は	サラダ	を	食べて	います。
かれ	は	サラダ	を	たべて	います。
kare	wa	sarada	o	tabete	imasu.
彼ら	は	スープ	を	作って	います。
かれら	は	スープ	を	つくって	います。
karera	wa	suupu	o	tsukutte	imasu.
彼ら	は	スープ	を	飲んで	います。
かれら	は	スープ	を	のんで	います。
karera	wa	suupu	o	nonde	imasu.

12	 現金	で	払って	ください。
げんきん	で	はらって	ください。
genkin	de	haratte	kudasai.
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コート	を	着なければ	いけません。
コート	を	きなければ	いけません。
kooto	o	kinakereba	ikemasen.
野菜	を	食べなければ	いけません。
やさい	を	たべなければ	いけません。
yasai	o	tabenakereba	ikemasen.

13	 飛行機	に	乗る	には、	パスポート	を	持って	いな
ければ	いけません。
ひこうき	に	のる	には、	パスポート	を	もって	い
なければ	いけません。
hikouki	ni	noru	niwa,	pasupooto	o	motte	
inakereba	ikemasen.
走らないで。	学校	の	中	では、	歩かなければ	い
けません。
はしらないで。	がっこう	の	なか	では、	あるか
なければ	いけません。
hashiranaide.	gakkou	no	naka	dewa,	
arukanakereba	ikemasen.
デザート	を	食べる	前	に、	サラダ	を	食べなけれ
ば	いけません。
デザート	を	たべる	まえ	に、	サラダ	を	たべなけ
れば	いけません。
dezaato	o	taberu	mae	ni,	sarada	o	
tabenakereba	ikemasen.

14	 いま	ここ	に	います。
いま	ここ	に	います。
ima	koko	ni	imasu.
ホテル	は	あそこ	に	あります。
ホテル	は	あそこ	に	あります。
hoteru	wa	asoko	ni	arimasu.
私	は	ここ	に	います。
わたし	は	ここ	に	います。
watashi	wa	koko	ni	imasu.
私	の	携帯電話	は	あそこ	に	あります。
わたし	の	けいたいでんわ	は	あそこ	に	あり	
ます。
watashi	no	keitaidenwa	wa	asoko	ni	arimasu.
女	の	人	は	ここ	に	います。
おんな	の	ひと	は	ここ	に	います。
onna	no	hito	wa	koko	ni	imasu.

彼女	の	めがね	は	あそこ	に	あります。
かのじょ	の	めがね	は	あそこ	に	あります。
kanojo	no	megane	wa	asoko	ni	arimasu.

15	 ここ	に	テレビ	を	置いて。
ここ	に	テレビ	を	おいて。
koko	ni	terebi	o	oite.
そこ	に	テーブル	を	置いて。
そこ	に	テーブル	を	おいて。
soko	ni	teeburu	o	oite.
サラダ	は	ここ	に	あります。
サラダ	は	ここ	に	あります。
sarada	wa	koko	ni	arimasu.
デザート	は	あそこ	に	あります。
デザート	は	あそこ	に	あります。
dezaato	wa	asoko	ni	arimasu.

16	 ケーキ	は	ここ	に	あります。
ケーキ	は	ここ	に	あります。
keeki	wa	koko	ni	arimasu.
今、	ケーキ	は	そこ	に	あります。
いま、	ケーキ	は	そこ	に	あります。
ima,	keeki	wa	soko	ni	arimasu.
今、	ケーキ	は	あそこ	に	あります。
いま、	ケーキ	は	あそこ	に	あります。
ima,	keeki	wa	asoko	ni	arimasu.

17	 水	は	ここ	に	あります。
みず	は	ここ	に	あります。
mizu	wa	koko	ni	arimasu.
コーヒー	は	そこ	に	あります。
コーヒー	は	そこ	に	あります。
koohii	wa	soko	ni	arimasu.
デザート	は	あそこ	に	あります。
デザート	は	あそこ	に	あります。
dezaato	wa	asoko	ni	arimasu.
りんご	は	ここ	に	あります。
りんご	は	ここ	に	あります。
ringo	wa	koko	ni	arimasu.
オレンジ	は	そこ	に	あります。
オレンジ	は	そこ	に	あります。
orenji	wa	soko	ni	arimasu.
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パン	は	あそこ	に	あります。
パン	は	あそこ	に	あります。
pan	wa	asoko	ni	arimasu.

18	 犬	は	ここ	を	歩いて	は	いけません。
いぬ	は	ここ	を	あるいて	は	いけません。
inu	wa	koko	o	aruite	wa	ikemasen.
ここ	で	車	を	運転して	は	いけません。
ここ	で	くるま	を	うんてんして	は	いけません。
koko	de	kuruma	o	untenshite	wa	ikemasen.
ここ	で	くつ	を	はいて	は	いけません。
ここ	で	くつ	を	はいて	は	いけません。
koko	de	kutsu	o	haite	wa	ikemasen.

19	 ここ	で	まっすぐ	行って	は	いけません。	曲がら
なければ	いけません。
ここ	で	まっすぐ	いって	は	いけません。	まがら
なければ	いけません。
koko	de	massugu	itte	wa	ikemasen.	
magaranakereba	ikemasen.
ここ	で	食べて	は	いけません。	外	に	行かなけれ
ば	いけません。
ここ	で	たべて	は	いけません。	そと	に	いかなけ
れば	いけません。
koko	de	tabete	wa	ikemasen.	soto	ni	
ikanakereba	ikemasen.
ここ	で	電話	で	話して	は	いけません。	外	に	行か
なければ	いけません。
ここ	で	でんわ	で	はなして	は	いけません。	そと	
に	いかなければ	いけません。
koko	de	denwa	de	hanashite	wa	ikemasen.	
soto	ni	ikanakereba	ikemasen.
ここ	で	左	に	曲がって	は	いけません。	右	に	曲が
らなければ	いけません。
ここ	で	ひだり	に	まがって	は	いけません。	みぎ	
に	まがらなければ	いけません。
koko	de	hidari	ni	magatte	wa	ikemasen.	migi	ni	
magaranakereba	ikemasen.

20	 これ	は	お医者さん	の	コンピュータ	です。
これ	は	おいしゃさん	の	コンピュータ	です。
kore	wa	oishasan	no	konpyuuta	desu.

これ	は	警察官	の	帽子	です。
これ	は	けいさつかん	の	ぼうし	です。
kore	wa	keisatsukan	no	boushi	desu.
これ	は	生徒	の	机	です。
これ	は	せいと	の	つくえ	です。
kore	wa	seito	no	tsukue	desu.

21	 この	人	は	ジョン	です。
この	ひと	は	ジョン	です。
kono	hito	wa	jon	desu.
これ	は	ジョン	の	車	です。
これ	は	ジョン	の	くるま	です。
kore	wa	jon	no	kuruma	desu.
この	人	は	ローラ	です。
この	ひと	は	ローラ	です。
kono	hito	wa	roora	desu.
これ	は	ローラ	の	家	です。
これ	は	ローラ	の	いえ	です。
kore	wa	roora	no	ie	desu.
この	人	は	スミス	さん	です。
この	ひと	は	スミス	さん	です。
kono	hito	wa	sumisu	san	desu.
これ	は	スミス	さん	の	居間	です。
これ	は	スミス	さん	の	いま	です。
kore	wa	sumisu	san	no	ima	desu.

22	 もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
もしもし。	スミス	さん	ですか。
もしもし。	スミス	さん	ですか。
moshimoshi.	sumisu	san	desuka.
はい。	どなた	ですか。
はい。	どなた	ですか。
hai.	donata	desuka.
鈴木	賢治	です。
すずき	けんじ	です。
suzuki	kenji	desu.

23	 もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
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もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
ローラ	さん	を	お願いします。
ローラ	さん	を	おねがいします。
roora	san	o	onegaishimasu.
はい、	ここ	に	います。
はい、	ここ	に	います。
hai,	koko	ni	imasu.

24	 もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
ジョン	さん	を	お願いします。
ジョン	さん	を	おねがいします。
jon	san	o	onegaishimasu.
すみません	が、	今	は	ここ	に	いません。
すみません	が、	いま	は	ここ	に	いません。
sumimasen	ga,	ima	wa	koko	ni	imasen.

25	 何	を	持って	きましたか。
なに	を	もって	きましたか。
nani	o	motte	kimashitaka.
デザート	を	持って	きました。
デザート	を	もって	きました。
dezaato	o	motte	kimashita.
何	を	持って	きましたか。
なに	を	もって	きましたか。
nani	o	motte	kimashitaka.
サラダ	を	持って	きました。
サラダ	を	もって	きました。
sarada	o	motte	kimashita.

26	 私	は	これ	が	好き	です。
わたし	は	これ	が	すき	です。
watashi	wa	kore	ga	suki	desu.
私	の	弟	は	それ	が	好き	です。
わたし	の	おとうと	は	それ	が	すき	です。
watashi	no	otouto	wa	sore	ga	suki	desu.

私	の	妹	は	あれ	が	好き	です。
わたし	の	いもうと	は	あれ	が	すき	です。
watashi	no	imouto	wa	are	ga	suki	desu.

27	 これ	は	私	の	お母さん	の	ワンピース	です。
これ	は	わたし	の	おかあさん	の	ワンピース	
です。
kore	wa	watashi	no	okaasan	no	wanpiisu	desu.
あれ	は	私	の	お父さん	の	セーター	です。
あれ	は	わたし	の	おとうさん	の	セーター	です。
are	wa	watashi	no	otousan	no	seetaa	desu.
これ	は	妹	の	スカート	です。
これ	は	いもうと	の	スカート	です。
kore	wa	imouto	no	sukaato	desu.
あれ	は	私	の	ズボン	です。
あれ	は	わたし	の	ズボン	です。
are	wa	watashi	no	zubon	desu.

28	 私	は	これ	を	持って	きました。
わたし	は	これ	を	もって	きました。
watashi	wa	kore	o	motte	kimashita.
彼女	は	あれ	を	持って	きました。
かのじょ	は	あれ	を	もって	きました。
kanojo	wa	are	o	motte	kimashita.
私	は	これ	を	運転	しました。
わたし	は	これ	を	うんてん	しました。
watashi	wa	kore	o	unten	shimashita.
彼女	は	あれ	を	運転	しました。
かのじょ	は	あれ	を	うんてん	しました。
kanojo	wa	are	o	unten	shimashita.

29	 私	は	この	ワンピース	が	ほしい	です。
わたし	は	この	ワンピース	が	ほしい	です。
watashi	wa	kono	wanpiisu	ga	hoshii	desu.
私	は	あの	シャツ	が	ほしい	です。
わたし	は	あの	シャツ	が	ほしい	です。
watashi	wa	ano	shatsu	ga	hoshii	desu.
私	は	この	ジーンズ	が	ほしい	です。
わたし	は	この	ジーンズ	が	ほしい	です。
watashi	wa	kono	jiinzu	ga	hoshii	desu.
私	は	あの	くつ	が	ほしい	です。
わたし	は	あの	くつ	が	ほしい	です。
watashi	wa	ano	kutsu	ga	hoshii	desu.
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30	 これ	は	卵	の	サラダ	です。
これ	は	たまご	の	サラダ	です。
kore	wa	tamago	no	sarada	desu.
あれ	は	りんご	の	サラダ	です。
あれ	は	りんご	の	サラダ	です。
are	wa	ringo	no	sarada	desu.
あれ	は	にんじん	の	サラダ	です。
あれ	は	にんじん	の	サラダ	です。
are	wa	ninjin	no	sarada	desu.

31	 これ	は	ビーチ	パーティー	の	ボール	です。
これ	は	ビーチ	パーティー	の	ボール	です。
kore	wa	biichi	paatii	no	booru	desu.
あれ	は	誕生日	の	ケーキ	です。
あれ	は	たんじょうび	の	ケーキ	です。
are	wa	tanjoubi	no	keeki	desu.
あれ	は	仮装	パーティー	の	帽子	です。
あれ	は	かそう	パーティー	の	ぼうし	です。
are	wa	kasou	paatii	no	boushi	desu.

32	 これら	の	ワンピース	は	高い	です。
これら	の	ワンピース	は	たかい	です。
korera	no	wanpiisu	wa	takai	desu.
あれら	の	ワンピース	は	安い	です。
あれら	の	ワンピース	は	やすい	です。
arera	no	wanpiisu	wa	yasui	desu.
この	腕時計	は	古い	です。
この	うでどけい	は	ふるい	です。
kono	udedokei	wa	furui	desu.
あの	腕時計	は	新しい	です。
あの	うでどけい	は	あたらしい	です。
ano	udedokei	wa	atarashii	desu.
これら	の	車	は	白い	です。
これら	の	くるま	は	しろい	です。
korera	no	kuruma	wa	shiroi	desu.
あれら	の	車	は	赤い	です。
あれら	の	くるま	は	あかい	です。
arera	no	kuruma	wa	akai	desu.

33	 車	は	ここ	に	あります。	ボール	は	あそこ	に	あり
ます。
くるま	は	ここ	に	あります。	ボール	は	あそこ	に	
あります。
kuruma	wa	koko	ni	arimasu.	booru	wa	asoko	ni	
arimasu.
ボール	は	ここ	に	あります。	車	は	あそこ	に	あり
ます。
ボール	は	ここ	に	あります。	くるま	は	あそこ	に	
あります。
booru	wa	koko	ni	arimasu.	kuruma	wa	asoko	ni	
arimasu.
この	ボール	は	赤い	です。	あの	ボール	は	黄色	
です。
この	ボール	は	あかい	です。	あの	ボール	は	きい
ろ	です。
kono	booru	wa	akai	desu.	ano	booru	wa	kiiro	
desu.
この	ボール	は	黄色	です。	あの	ボール	は	赤い	
です。
この	ボール	は	きいろ	です。	あの	ボール	は	あか
い	です。
kono	booru	wa	kiiro	desu.	ano	booru	wa	akai	
desu.

34	 ペン	は	ありますか。
ペン	は	ありますか。
pen	wa	arimasuka.
ペン	は	ここ	に	あります。
ペン	は	ここ	に	あります。
pen	wa	koko	ni	arimasu.
私	の	めがね	は	どこ	ですか。
わたし	の	めがね	は	どこ	ですか。
watashi	no	megane	wa	doko	desuka.
めがね	は	ここ	に	あります。
めがね	は	ここ	に	あります。
megane	wa	koko	ni	arimasu.
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35	 スープ	です。
スープ	です。
suupu	desu.
あなた	の	くつ	です。
あなた	の	くつ	です。
anata	no	kutsu	desu.
あなた	の	コート	です。
あなた	の	コート	です。
anata	no	kooto	desu.

36	 もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
もしもし。	ローラ	さん	を	お願いします。
もしもし。	ローラ	さん	を	おねがいします。
moshimoshi.	roora	san	o	onegaishimasu.
私	です。
わたし	です。
watashi	desu.
ローラ	さん、	こんにちは。	ジェン	です。
ローラ	さん、	こんにちは。	ジェン	です。
roora	san,	konnichiwa.	jen	desu.
お元気	ですか。
おげんき	ですか。
ogenki	desuka.
はい。	元気	です。
はい。	げんき	です。
hai.	genki	desu.

37	 木曜日	に	私	の	誕生日	パーティー	に	来ません
か。
もくようび	に	わたし	の	たんじょうび	パーティ
ー	に	きませんか。
mokuyoubi	ni	watashi	no	tanjoubi	paatii	ni	
kimasenka.
はい。	ありがとう	ございます。
はい。	ありがとう	ございます。
hai.	arigatou	gozaimasu.

何か	持って	行って	も	いいですか。
なにか	もって	いって	も	いいですか。
nanika	motte	itte	mo	iidesuka.
はい。	サラダ	を	持って	きて	ください。
はい。	サラダ	を	もって	きて	ください。
hai.	sarada	o	motte	kite	kudasai.

38	 八時	に	ここ	に	来る	こと	が	できますか。
はちじ	に	ここ	に	くる	こと	が	できますか。
hachiji	ni	koko	ni	kuru	koto	ga	dekimasuka.
はい、	八時	に	そこ	に	行く	こと	が	できます。	あ
りがとう	ございます。
はい、	はちじ	に	そこ	に	いく	こと	が	できます。	
ありがとう	ございます。
hai,	hachiji	ni	soko	ni	iku	koto	ga	dekimasu.	
arigatou	gozaimasu.
どういたしまして。	じゃ、	また。
どういたしまして。	じゃ、	また。
douitashimashite.	ja,	mata.
じゃ、	また。
じゃ、	また。
ja,	mata.
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3.4 コア	レッスン

01	 歌手
かしゅ
kashu
歌手
かしゅ
kashu
歌手
かしゅ
kashu
ダンサー
ダンサー
dansaa
ダンサー
ダンサー
dansaa
音楽家
おんがくか
ongakuka

02	 音楽家	は	コンサート	で	演奏して	います。
おんがくか	は	コンサート	で	えんそうして	い
ます。
ongakuka	wa	konsaato	de	ensoushite	imasu.
音楽家	は	カフェ	で	演奏して	います。
おんがくか	は	カフェ	で	えんそうして	います。
ongakuka	wa	kafe	de	ensoushite	imasu.
音楽家	は	ピアノ	を	演奏して	います。
おんがくか	は	ピアノ	を	えんそうして	います。
ongakuka	wa	piano	o	ensoushite	imasu.

03	 ダンサー	は	通り	で	踊って	います。
ダンサー	は	とおり	で	おどって	います。
dansaa	wa	toori	de	odotte	imasu.
歌手	は	カフェ	で	歌って	います。
かしゅ	は	カフェ	で	うたって	います。
kashu	wa	kafe	de	utatte	imasu.
音楽家	は	ピアノ	を	演奏して	います。
おんがくか	は	ピアノ	を	えんそうして	います。
ongakuka	wa	piano	o	ensoushite	imasu.

04	 この	ダンサー	の	くつ	は	黒い	です。
この	ダンサー	の	くつ	は	くろい	です。
kono	dansaa	no	kutsu	wa	kuroi	desu.
この	ダンサー	の	くつ	は	赤い	です。
この	ダンサー	の	くつ	は	あかい	です。
kono	dansaa	no	kutsu	wa	akai	desu.
この	音楽家	の	ピアノ	は	黒い	です。
この	おんがくか	の	ピアノ	は	くろい	です。
kono	ongakuka	no	piano	wa	kuroi	desu.
この	音楽家	の	ピアノ	は	白い	です。
この	おんがくか	の	ピアノ	は	しろい	です。
kono	ongakuka	no	piano	wa	shiroi	desu.

05	 これ	は	いい	音楽	です。
これ	は	いい	おんがく	です。
kore	wa	ii	ongaku	desu.
これ	は	ひどい	音楽	です。
これ	は	ひどい	おんがく	です。
kore	wa	hidoi	ongaku	desu.
これ	は	いい	演劇	です。
これ	は	いい	えんげき	です。
kore	wa	ii	engeki	desu.
これ	は	ひどい	演劇	です。
これ	は	ひどい	えんげき	です。
kore	wa	hidoi	engeki	desu.

06	 これ	は	いい	本	です。
これ	は	いい	ほん	です。
kore	wa	ii	hon	desu.
これ	は	ひどい	本	です。
これ	は	ひどい	ほん	です。
kore	wa	hidoi	hon	desu.
これ	は	いい	映画	です。
これ	は	いい	えいが	です。
kore	wa	ii	eiga	desu.
これ	は	ひどい	映画	です。
これ	は	ひどい	えいが	です。
kore	wa	hidoi	eiga	desu.
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07	 先週	の	海岸	は	悪い	天気	でした。
せんしゅう	の	かいがん	は	わるい	てんき	で	
した。
senshuu	no	kaigan	wa	warui	tenki	deshita.
昨日	の	海岸	は	いい	天気	でした。
きのう	の	かいがん	は	いい	てんき	でした。
kinou	no	kaigan	wa	ii	tenki	deshita.
昨日	の	夜	の	コンサート	は	ひどい	コンサート	で
した。
きのう	の	よる	の	コンサート	は	ひどい	コンサー
ト	でした。
kinou	no	yoru	no	konsaato	wa	hidoi	konsaato	
deshita.
先週	の	金曜日	の	コンサート	は	いい	コンサート	
でした。
せんしゅう	の	きんようび	の	コンサート	は	いい	
コンサート	でした。
senshuu	no	kinyoubi	no	konsaato	wa	ii	
konsaato	deshita.

08	 これ	は	いい	レストラン	です。
これ	は	いい	レストラン	です。
kore	wa	ii	resutoran	desu.
これ	は	もっと	いい	レストラン	です。
これ	は	もっと	いい	レストラン	です。
kore	wa	motto	ii	resutoran	desu.
これ	は	最高	の	レストラン	です。
これ	は	さいこう	の	レストラン	です。
kore	wa	saikou	no	resutoran	desu.

09	 これ	は	いい	ホテル	です。
これ	は	いい	ホテル	です。
kore	wa	ii	hoteru	desu.
これ	は	もっと	いい	ホテル	です。
これ	は	もっと	いい	ホテル	です。
kore	wa	motto	ii	hoteru	desu.
これ	は	最高	の	ホテル	です。
これ	は	さいこう	の	ホテル	です。
kore	wa	saikou	no	hoteru	desu.

10	 海岸	は	悪い	天気	です。
かいがん	は	わるい	てんき	です。
kaigan	wa	warui	tenki	desu.
湖	は	いい	天気	です。
みずうみ	は	いい	てんき	です。
mizuumi	wa	ii	tenki	desu.
山	は	悪い	天気	です。
やま	は	わるい	てんき	です。
yama	wa	warui	tenki	desu.
公園	は	いい	天気	です。
こうえん	は	いい	てんき	です。
kouen	wa	ii	tenki	desu.

11	 悪い	天気	です。
わるい	てんき	です。
warui	tenki	desu.
もっと	悪い	天気	です。
もっと	わるい	てんき	です。
motto	warui	tenki	desu.
最悪	の	天気	です。
さいあく	の	てんき	です。
saiaku	no	tenki	desu.

12	 この	工場	では、	三月	は	ひどい	月	でした。
この	こうじょう	では、	さんがつ	は	ひどい	つき	
でした。
kono	koujou	dewa,	sangatsu	wa	hidoi	tsuki	
deshita.
この	工場	では、	四月	は	もっと	ひどい	月	で	
した。
この	こうじょう	では、	しがつ	は	もっと	ひどい	
つき	でした。
kono	koujou	dewa,	shigatsu	wa	motto	hidoi	
tsuki	deshita.
この	工場	では、	五月	は	最悪	の	月	でした。
この	こうじょう	では、	ごがつ	は	さいあく	の	つ
き	でした。
kono	koujou	dewa,	gogatsu	wa	saiaku	no	tsuki	
deshita.
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13	 彼	は	泳ぎ	が	上手	です。
かれ	は	およぎ	が	じょうず	です。
kare	wa	oyogi	ga	jouzu	desu.
彼	は	泳ぎ	が	下手	です。
かれ	は	およぎ	が	へた	です。
kare	wa	oyogi	ga	heta	desu.
彼女	は	運転	が	上手	です。
かのじょ	は	うんてん	が	じょうず	です。
kanojo	wa	unten	ga	jouzu	desu.
彼女	は	運転	が	下手	です。
かのじょ	は	うんてん	が	へた	です。
kanojo	wa	unten	ga	heta	desu.

14	 彼ら	は	踊り	が	上手	です。
かれら	は	おどり	が	じょうず	です。
karera	wa	odori	ga	jouzu	desu.
彼	は	踊り	が	下手	です。
かれ	は	おどり	が	へた	です。
kare	wa	odori	ga	heta	desu.
彼	は	演奏	が	上手	です。
かれ	は	えんそう	が	じょうず	です。
kare	wa	ensou	ga	jouzu	desu.
彼女	は	演奏	が	下手	です。
かのじょ	は	えんそう	が	へた	です。
kanojo	wa	ensou	ga	heta	desu.

15	 彼	は	料理	が	上手	です。
かれ	は	りょうり	が	じょうず	です。
kare	wa	ryouri	ga	jouzu	desu.
彼女	は	料理	が	下手	です。
かのじょ	は	りょうり	が	へた	です。
kanojo	wa	ryouri	ga	heta	desu.
彼女	は	歌	が	上手	です。
かのじょ	は	うた	が	じょうず	です。
kanojo	wa	uta	ga	jouzu	desu.
彼	は	歌	が	下手	です。
かれ	は	うた	が	へた	です。
kare	wa	uta	ga	heta	desu.

16	 私	は	歌	が	上手	です。
わたし	は	うた	が	じょうず	です。
watashi	wa	uta	ga	jouzu	desu.
彼女	は	もっと	歌	が	上手	です。
かのじょ	は	もっと	うた	が	じょうず	です。
kanojo	wa	motto	uta	ga	jouzu	desu.
彼	が	一番	歌	が	上手	です。
かれ	が	いちばん	うた	が	じょうず	です。
kare	ga	ichiban	uta	ga	jouzu	desu.

17	 月曜日	の	彼ら	の	試合	は	ひどい	試合	でした。
げつようび	の	かれら	の	しあい	は	ひどい	しあい	
でした。
getsuyoubi	no	karera	no	shiai	wa	hidoi	shiai	
deshita.
火曜日	の	彼ら	の	試合	は	もっと	ひどい	試合	で
した。
かようび	の	かれら	の	しあい	は	もっと	ひどい	し
あい	でした。
kayoubi	no	karera	no	shiai	wa	motto	hidoi	shiai	
deshita.
水曜日	の	彼ら	の	試合	は	最悪	の	試合	でした。
すいようび	の	かれら	の	しあい	は	さいあく	の	し
あい	でした。
suiyoubi	no	karera	no	shiai	wa	saiaku	no	shiai	
deshita.

18	 お姉さん	の	お仕事	は	何	ですか。
おねえさん	の	おしごと	は	なん	ですか。
oneesan	no	oshigoto	wa	nan	desuka.
ダンサー	です。
ダンサー	です。
dansaa	desu.
彼女	は	踊り	が	上手	ですか。
かのじょ	は	おどり	が	じょうず	ですか。
kanojo	wa	odori	ga	jouzu	desuka.
はい、	上手	です。
はい、	じょうず	です。
hai,	jouzu	desu.
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19	 彼女	は	忙しい	です。
かのじょ	は	いそがしい	です。
kanojo	wa	isogashii	desu.
私	は	ひま	です。
わたし	は	ひま	です。
watashi	wa	hima	desu.
彼	は	忙しい	です。
かれ	は	いそがしい	です。
kare	wa	isogashii	desu.
彼女	は	ひま	です。
かのじょ	は	ひま	です。
kanojo	wa	hima	desu.

20	 今日	の	午後	二時	は	ひま	ですか。
きょう	の	ごご	にじ	は	ひま	ですか。
kyou	no	gogo	niji	wa	hima	desuka.
いいえ、	忙しい	です。
いいえ、	いそがしい	です。
iie,	isogashii	desu.
水曜日	の	夕方	は	ひま	ですか。
すいようび	の	ゆうがた	は	ひま	ですか。
suiyoubi	no	yuugata	wa	hima	desuka.
はい、	ひま	です。
はい、	ひま	です。
hai,	hima	desu.

21	 コンサート	に	来る	こと	が	できますか。
コンサート	に	くる	こと	が	できますか。
konsaato	ni	kuru	koto	ga	dekimasuka.
はい。	私	は	ひま	です。
はい。	わたし	は	ひま	です。
hai.	watashi	wa	hima	desu.
会社	に	来る	こと	が	できますか。
かいしゃ	に	くる	こと	が	できますか。
kaisha	ni	kuru	koto	ga	dekimasuka.
いいえ。	私	は	忙しいん	です。
いいえ。	わたし	は	いそがしいん	です。
iie.	watashi	wa	isogashiin	desu.

22	 彼	を	手伝う	こと	が	できますか。
かれ	を	てつだう	こと	が	できますか。
kare	o	tetsudau	koto	ga	dekimasuka.
いいえ。	私	は	忙しいん	です。
いいえ。	わたし	は	いそがしいん	です。
iie.	watashi	wa	isogashiin	desu.
彼女	を	手伝う	こと	が	できますか。
かのじょ	を	てつだう	こと	が	できますか。
kanojo	o	tetsudau	koto	ga	dekimasuka.
はい。	私	は	ひま	です。
はい。	わたし	は	ひま	です。
hai.	watashi	wa	hima	desu.

23	 カフェ	に	来ませんか。
カフェ	に	きませんか。
kafe	ni	kimasenka.
いいえ、	私	は	忙しいん	です。
いいえ、	わたし	は	いそがしいん	です。
iie,	watashi	wa	isogashiin	desu.
試合	を	見ませんか。
しあい	を	みませんか。
shiai	o	mimasenka.
いいえ、	私	は	忙しいん	です。
いいえ、	わたし	は	いそがしいん	です。
iie,	watashi	wa	isogashiin	desu.

24	 ごめんなさい。
ごめんなさい。
gomennasai.
大丈夫	ですよ。
だいじょうぶ	ですよ。
daijoubu	desuyo.
ごめんなさい。
ごめんなさい。
gomennasai.
大丈夫	ですよ。
だいじょうぶ	ですよ。
daijoubu	desuyo.
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25	 ごめんなさい。	机	の	上	に	書きました。
ごめんなさい。	つくえ	の	うえ	に	かきました。
gomennasai.	tsukue	no	ue	ni	kakimashita.
ごめんなさい。	あなた	の	車	を	運転	しました。
ごめんなさい。	あなた	の	くるま	を	うんてん	し
ました。
gomennasai.	anata	no	kuruma	o	unten	
shimashita.
ごめんなさい。	本	の	中	に	書きました。
ごめんなさい。	ほん	の	なか	に	かきました。
gomennasai.	hon	no	naka	ni	kakimashita.

26	 誰	が	私	の	チョコレート	を	食べましたか。
だれ	が	わたし	の	チョコレート	を	たべまし	
たか。
dare	ga	watashi	no	chokoreeto	o	
tabemashitaka.
ごめんなさい。	私	が	食べました。
ごめんなさい。	わたし	が	たべました。
gomennasai.	watashi	ga	tabemashita.
大丈夫	ですよ。
だいじょうぶ	ですよ。
daijoubu	desuyo.
だれ	が	私	の	ジュース	を	飲みましたか。
だれ	が	わたし	の	ジュース	を	のみましたか。
dare	ga	watashi	no	juusu	o	nomimashitaka.
ごめんなさい。	ぼく	が	飲みました。
ごめんなさい。	ぼく	が	のみました。
gomennasai.	boku	ga	nomimashita.
大丈夫	ですよ。
だいじょうぶ	ですよ。
daijoubu	desuyo.

27	 今日	の	夕方、	私	の	パーティー	に	来る	こと	が	で
きますか。
きょう	の	ゆうがた、	わたし	の	パーティー	に	く
る	こと	が	できますか。
kyou	no	yuugata,	watashi	no	paatii	ni	kuru	
koto	ga	dekimasuka.
はい。	私	は	ひま	です。
はい。	わたし	は	ひま	です。
hai.	watashi	wa	hima	desu.

木曜日	に	試合	に	来る	こと	が	できますか。
もくようび	に	しあい	に	くる	こと	が	できま	
すか。
mokuyoubi	ni	shiai	ni	kuru	koto	ga	
dekimasuka.
はい。	木曜日	は	私	は	ひま	です。
はい。	もくようび	は	わたし	は	ひま	です。
hai.	mokuyoubi	wa	watashi	wa	hima	desu.
二時	に	会う	こと	が	できますか。
にじ	に	あう	こと	が	できますか。
niji	ni	au	koto	ga	dekimasuka.
二時	ですか。	はい、	ひま	です。
にじ	ですか。	はい、	ひま	です。
niji	desuka.	hai,	hima	desu.

28	 八時	に	コンサート	に	行く	こと	が	できますか。
はちじ	に	コンサート	に	いく	こと	が	できま	
すか。
hachiji	ni	konsaato	ni	iku	koto	ga	dekimasuka.
ごめんなさい。	今晩	は	忙しいん	です。
ごめんなさい。	こんばん	は	いそがしいん		
です。
gomennasai.	konban	wa	isogashiin	desu.
金曜日	の	夕食	に	私たち	の	家	に	来る	こと	が	でき
ますか。
きんようび	の	ゆうしょく	に	わたしたち	の	いえ	
に	くる	こと	が	できますか。
kinyoubi	no	yuushoku	ni	watashitachi	no	ie	ni	
kuru	koto	ga	dekimasuka.
ごめんなさい。	金曜日	は	忙しいん	です。
ごめんなさい。	きんようび	は	いそがしいん	
です。
gomennasai.	kinyoubi	wa	isogashiin	desu.

29	 今日	の	午後	サッカー	を	しませんか。
きょう	の	ごご	サッカー	を	しませんか。
kyou	no	gogo	sakkaa	o	shimasenka.
ごめんなさい。	忙しいん	です。	仕事	を	しなけ
れば	いけません。
ごめんなさい。	いそがしいん	です。	しごと	を	
しなければ	いけません。
gomennasai.	isogashiin	desu.	shigoto	o	
shinakereba	ikemasen.
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これ	は	どういう	意味	か	わかりますか。
これ	は	どういう	いみ	か	わかりますか。
kore	wa	douiu	imi	ka	wakarimasuka.
ごめんなさい。	わかりません。
ごめんなさい。	わかりません。
gomennasai.	wakarimasen.

30	 金曜日	に	私	の	誕生日	パーティー	に	来ませ	
んか。
きんようび	に	わたし	の	たんじょうび	パーティ
ー	に	きませんか。
kinyoubi	ni	watashi	no	tanjoubi	paatii	ni	
kimasenka.
ごめんなさい。	行きたいです	が、	金曜日	は	忙
しいん	です。
ごめんなさい。	いきたいです	が、	きんようび	
は	いそがしいん	です。
gomennasai.	ikitaidesu	ga,	kinyoubi	wa	
isogashiin	desu.
土曜日	は	ひま	ですか。
どようび	は	ひま	ですか。
doyoubi	wa	hima	desuka.
はい、	土曜日	は	ひま	です。
はい、	どようび	は	ひま	です。
hai,	doyoubi	wa	hima	desu.
公園	に	行きませんか。
こうえん	に	いきませんか。
kouen	ni	ikimasenka.
はい、	いい	ですね。
はい、	いい	ですね。
hai,	ii	desune.

31	 もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
もしもし、	お父さん	を	お願いします。
もしもし、	おとうさん	を	おねがいします。
moshimoshi,	otousan	o	onegaishimasu.
すみません。	お父さん	は	いません。
すみません。	おとうさん	は	いません。
sumimasen.	otousan	wa	imasen.

お母さん	を	お願いします。
おかあさん	を	おねがいします。
okaasan	o	onegaishimasu.
はい。	ここ	に	います。
はい。	ここ	に	います。
hai.	koko	ni	imasu.

32	 もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
ジーン	さん、	こんにちは。
ジーン	さん、	こんにちは。
jiin	san,	konnichiwa.
みなさん、	土曜日	は	ひま	ですか。
みなさん、	どようび	は	ひま	ですか。
minasan,	doyoubi	wa	hima	desuka.
はい。	ひま	です。
はい。	ひま	です。
hai.	hima	desu.
試合	に	行きませんか。
しあい	に	いきませんか。
shiai	ni	ikimasenka.
はい、	いい	ですね。
はい、	いい	ですね。
hai,	ii	desune.
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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	 お名前	は?
おなまえ	は?
onamae	wa?
エレーナ	です。
エレーナ	です。
ereena	desu.

03	 はじめまして。	どうぞ	よろしく。
はじめまして。	どうぞ	よろしく。
hajimemashite.	douzo	yoroshiku.
はじめまして。	どうぞ	よろしく。
はじめまして。	どうぞ	よろしく。
hajimemashite.	douzo	yoroshiku.

04	 金曜日	は	忙しい	ですか。
きむようび	は	いそがしい	ですか。
kimuyoubi	wa	isogashii	desuka.
いいえ、	金曜日	は	忙しく	ありません。
いいえ、	きんようび	は	いそがしく	ありま	
せん。
iie,	kinyoubi	wa	isogashiku	arimasen.

05	 私	の	パーティー	に	来ませんか。
わたし	の	パーティー	に	きませんか。
watashi	no	paatii	ni	kimasenka.
はい、	パーティー	に	行きたい	です。
はい、	パーティー	に	いきたい	です。
hai,	paatii	ni	ikitai	desu.

06	 誰	と	話して	いますか。
だれ	と	はなして	いますか。
dare	to	hanashite	imasuka.
エレーナ	さん	と	話して	います。
エレーナ	さん	と	はなして	います。
ereena	san	to	hanashite	imasu.

07	 バーナード	さん、	こんにちは。
バーナード	さん、	こんにちは。
baanaado	san,	konnichiwa.

エレーナ	さん、	こんにちは。
エレーナ	さん、	こんにちは。
ereena	san,	konnichiwa.

08	 パーティー	は	何時	に	始まりますか。
パーティー	は	なんじ	に	はじまりますか。
paatii	wa	nanji	ni	hajimarimasuka.
七時	に	始まります。
しちじ	に	はじまります。
shichiji	ni	hajimarimasu.

09	 じゃ、	また。
じゃ、	また。
ja,	mata.
さようなら。
さようなら。
sayounara.

10	 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.

11	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

12	 金曜日	は	ひま	ですか。
きんようび	は	ひま	ですか。
kinyoubi	wa	hima	desuka.
はい、	金曜日	は	ひま	です。	どうして	ですか。
はい、	きんようび	は	ひま	です。	どうして	で
すか。
hai,	kinyoubi	wa	hima	desu.	doushite	desuka.

13	 私	の	パーティー	に	来ませんか。
わたし	の	パーティー	に	きませんか。
watashi	no	paatii	ni	kimasenka.
ごめんなさい。	もう一度	言って	ください。
ごめんなさい。	もういちど	いって	ください。
gomennasai.	mouichido	itte	kudasai.
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14	 私	の	パーティー	に	来ませんか。
わたし	の	パーティー	に	きませんか。
watashi	no	paatii	ni	kimasenka.
パーティー	ですか。	わかりません。
パーティー	ですか。	わかりません。
paatii	desuka.	wakarimasen.

15	 金曜日	は	雨	が	降りますか。
きんようび	は	あめ	が	ふりますか。
kinyoubi	wa	ame	ga	furimasuka.
いいえ、	金曜日	は	雨	が	降りません。
いいえ、	きんようび	は	あめ	が	ふりません。
iie,	kinyoubi	wa	ame	ga	furimasen.

16	 パーティー	に	何	を	作りますか。
パーティー	に	なに	を	つくりますか。
paatii	ni	nani	o	tsukurimasuka.
サラダ	を	作ります。
サラダ	を	つくります。
sarada	o	tsukurimasu.

17	 パーティー	に	何	を	持って	いきますか。
パーティー	に	なに	を	もって	いきますか。
paatii	ni	nani	o	motte	ikimasuka.
パーティー	に	デザート	を	持って	いきます。
パーティー	に	デザート	を	もって	いきます。
paatii	ni	dezaato	o	motte	ikimasu.

18	 私たち	は	早い	ですか。
わたしたち	は	はやい	ですか。
watashitachi	wa	hayai	desuka.
いいえ、	早く	ありません。
いいえ、	はやく	ありません。
iie,	hayaku	arimasen.

19	 踊りませんか。
おどりませんか。
odorimasenka.
はい、	踊りたい	です。
はい、	おどりたい	です。
hai,	odoritai	desu.

4.1 コア	レッスン

01	 以前、	私たち	は	ここ	に	住んで	いました。
いぜん、	わたしたち	は	ここ	に	すんで	いま	
した。
izen,	watashitachi	wa	koko	ni	sunde	imashita.
私たち	は	ここ	に	住んで	います。
わたしたち	は	ここ	に	すんで	います。
watashitachi	wa	koko	ni	sunde	imasu.
私たち	は	ここ	に	住みます。
わたしたち	は	ここ	に	すみます。
watashitachi	wa	koko	ni	sumimasu.

02	 明日、	あなた	に	新しい	おもちゃ	を	買って	あげ
ます。
あした、	あなた	に	あたらしい	おもちゃ	を	かっ
て	あげます。
ashita,	anata	ni	atarashii	omocha	o	katte	
agemasu.
明日、	もっと	牛乳	を	買います。
あした、	もっと	ぎゅうにゅう	を	かいます。
ashita,	motto	gyuunyuu	o	kaimasu.
明日、	あなた	に	新しい	ジーンズ	を	買って	あげ
ます。
あした、	あなた	に	あたらしい	ジーンズ	を	かっ
て	あげます。
ashita,	anata	ni	atarashii	jiinzu	o	katte	agemasu.

03	 以前、	私	は	ここ	で	サッカー	を	しました。
いぜん、	わたし	は	ここ	で	サッカー	を	しま	
した。
izen,	watashi	wa	koko	de	sakkaa	o	shimashita.
今、	私	は	ここ	で	サッカー	を	します。
いま、	わたし	は	ここ	で	サッカー	を	します。
ima,	watashi	wa	koko	de	sakkaa	o	shimasu.
私	は	あそこ	で	サッカー	を	する	つもり	です。
わたし	は	あそこ	で	サッカー	を	する	つもり		
です。
watashi	wa	asoko	de	sakkaa	o	suru	tsumori	
desu.
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04	 明日、	私たち	は	スーパー	に	行きます。
あした、	わたしたち	は	スーパー	に	いきます。
ashita,	watashitachi	wa	suupaa	ni	ikimasu.
二時間	後	に	電話	します。
にじかん	ご	に	でんわ	します。
nijikan	go	ni	denwa	shimasu.
二十分	後	に	公園	で	会いましょう。
にじゅっぷん	ご	に	こうえん	で	あいましょう。
nijuppun	go	ni	kouen	de	aimashou.

05	 来年、	彼	は	学校	に	行く	つもり	です。
らいねん、	かれ	は	がっこう	に	いく	つもり		
です。
rainen,	kare	wa	gakkou	ni	iku	tsumori	desu.
彼女	は	大学	の	後	に、	数学	を	教える	つもり		
です。
かのじょ	は	だいがく	の	あと	に、	すうがく	を	お
しえる	つもり	です。
kanojo	wa	daigaku	no	ato	ni,	suugaku	o	
oshieru	tsumori	desu.
彼	は	日本	に	行く	時	に、	日本語	を	勉強する	つも
り	です。
かれ	は	にほん	に	いく	とき	に、	にほんご	を	べん
きょうする	つもり	です。
kare	wa	nihon	ni	iku	toki	ni,	nihongo	o	
benkyousuru	tsumori	desu.
十年	後	に、	彼女	は	車	を	運転する	つもり	です。
じゅうねん	ご	に、	かのじょ	は	くるま	を	うんて
んする	つもり	です。
juunen	go	ni,	kanojo	wa	kuruma	o	untensuru	
tsumori	desu.

06	 いつか、	ぼく	は	銀行	で	働く	つもり	です。
いつか、	ぼく	は	ぎんこう	で	はたらく	つもり	
です。
itsuka,	boku	wa	ginkou	de	hataraku	tsumori	
desu.
いつか、	彼女	は	月	を	歩く	つもり	です。
いつか、	かのじょ	は	つき	を	あるく	つもり		
です。
itsuka,	kanojo	wa	tsuki	o	aruku	tsumori	desu.

いつか、	彼ら	は	レストラン	で	働く	つもり		
です。
いつか、	かれら	は	レストラン	で	はたらく	つも
り	です。
itsuka,	karera	wa	resutoran	de	hataraku	
tsumori	desu.

07	 いつか、	ぼく	は	マネージャー	に	なる	つもり		
です。
いつか、	ぼく	は	マネージャー	に	なる	つもり	
です。
itsuka,	boku	wa	maneejaa	ni	naru	tsumori	
desu.
いつか、	彼女	は	医者	に	なる	つもり	です。
いつか、	かのじょ	は	いしゃ	に	なる	つもり		
です。
itsuka,	kanojo	wa	isha	ni	naru	tsumori	desu.
いつか、	彼	は	教師	に	なる	つもり	です。
いつか、	かれ	は	きょうし	に	なる	つもり	です。
itsuka,	kare	wa	kyoushi	ni	naru	tsumori	desu.

08	 いつか、	この	木	は	大きく	なるでしょう。
いつか、	この	き	は	おおきく	なるでしょう。
itsuka,	kono	ki	wa	ookiku	narudeshou.
いつか、	あなた	は	背	が	高く	なるでしょう。
いつか、	あなた	は	せ	が	たかく	なるでしょう。
itsuka,	anata	wa	se	ga	takaku	narudeshou.
いつか、	彼	は	警察官	に	なる	つもり	です。
いつか、	かれ	は	けいさつかん	に	なる	つもり	
です。
itsuka,	kare	wa	keisatsukan	ni	naru	tsumori	
desu.

09	 私	は	今	忙しい	です。	仕事	の	後	に	電話	します。
わたし	は	いま	いそがしい	です。	しごと	の	あと	
に	でんわ	します。
watashi	wa	ima	isogashii	desu.	shigoto	no	ato	
ni	denwa	shimasu.
私	は	今	ひま	です	が、	今日	の	夕方	は	仕事	に	行き
ます。
わたし	は	いま	ひま	です	が、	きょう	の	ゆうがた	
は	しごと	に	いきます。
watashi	wa	ima	hima	desu	ga,	kyou	no	yuugata	
wa	shigoto	ni	ikimasu.
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私	は	今	忙しい	です。	夕食	の	後	に	遊びます。
わたし	は	いま	いそがしい	です。	ゆうしょく	の	
あと	に	あそびます。
watashi	wa	ima	isogashii	desu.	yuushoku	no	ato	
ni	asobimasu.

10	 私	と	踊って	くれませんか。
わたし	と	おどって	くれませんか。
watashi	to	odotte	kuremasenka.
ぼく	に	本	を	読んで	くれませんか。
ぼく	に	ほん	を	よんで	くれませんか。
boku	ni	hon	o	yonde	kuremasenka.
ぼく	と	遊んで	くれませんか。
ぼく	と	あそんで	くれませんか。
boku	to	asonde	kuremasenka.

11	 ぼく	と	踊って	くれませんか。
ぼく	と	おどって	くれませんか。
boku	to	odotte	kuremasenka.
はい、	踊ります。
はい、	おどります。
hai,	odorimasu.
私	と	遊んで	くれませんか。
わたし	と	あそんで	くれませんか。
watashi	to	asonde	kuremasenka.
はい、	遊びます。
はい、	あそびます。
hai,	asobimasu.

12	 この	犬	は	とても	小さい	です。
この	いぬ	は	とても	ちいさい	です。
kono	inu	wa	totemo	chiisai	desu.
この	赤ちゃん	は	とても	小さい	です。
この	あかちゃん	は	とても	ちいさい	です。
kono	akachan	wa	totemo	chiisai	desu.
これら	の	木	は	とても	高い	です。
これら	の	き	は	とても	たかい	です。
korera	no	ki	wa	totemo	takai	desu.
この	男	の	人	は	とても	年	を	とって	います。
この	おとこ	の	ひと	は	とても	とし	を	とって	い
ます。
kono	otoko	no	hito	wa	totemo	toshi	o	totte	
imasu.

この	宝石	は	とても	高い	です。
この	ほうせき	は	とても	たかい	です。
kono	houseki	wa	totemo	takai	desu.
この	ボール	は	とても	大きい	です。
この	ボール	は	とても	おおきい	です。
kono	booru	wa	totemo	ookii	desu.

13	 この	家	は	とても	小さい	です。
この	いえ	は	とても	ちいさい	です。
kono	ie	wa	totemo	chiisai	desu.
この	車	は	とても	遅い	です。
この	くるま	は	とても	おそい	です。
kono	kuruma	wa	totemo	osoi	desu.
この	帽子	は	とても	大きい	です。
この	ぼうし	は	とても	おおきい	です。
kono	boushi	wa	totemo	ookii	desu.
この	男	の	人	は	とても	速い	です。
この	おとこ	の	ひと	は	とても	はやい	です。
kono	otoko	no	hito	wa	totemo	hayai	desu.

14	 これ	は	とても	小さい	ドア	です。
これ	は	とても	ちいさい	ドア	です。
kore	wa	totemo	chiisai	doa	desu.
これ	は	とても	大きい	時計	です。
これ	は	とても	おおきい	とけい	です。
kore	wa	totemo	ookii	tokei	desu.
これ	は	とても	小さい	ボール	です。
これ	は	とても	ちいさい	ボール	です。
kore	wa	totemo	chiisai	booru	desu.
これ	は	とても	大きい	ボール	です。
これ	は	とても	おおきい	ボール	です。
kore	wa	totemo	ookii	booru	desu.

15	 これら	の	木	は	とても	高い	です。
これら	の	き	は	とても	たかい	です。
korera	no	ki	wa	totemo	takai	desu.
いつか、	これら	の	木	は	とても	高く	なるで	
しょう。
いつか、	これら	の	き	は	とても	たかく	なるで	
しょう。
itsuka,	korera	no	ki	wa	totemo	takaku	
narudeshou.
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これら	の	動物	は	とても	大きい	です。
これら	の	どうぶつ	は	とても	おおきい	です。
korera	no	doubutsu	wa	totemo	ookii	desu.
いつか	これら	の	動物	は	とても	大きく	なるでし
ょう。
いつか	これら	の	どうぶつ	は	とても	おおきく	な
るでしょう。
itsuka	korera	no	doubutsu	wa	totemo	ookiku	
narudeshou.

16	 質問	が	ありますか。
しつもん	が	ありますか。
shitsumon	ga	arimasuka.
はい、	質問	が	あります。
はい、	しつもん	が	あります。
hai,	shitsumon	ga	arimasu.
質問	が	ありますか。
しつもん	が	ありますか。
shitsumon	ga	arimasuka.
はい、	質問	が	あります。
はい、	しつもん	が	あります。
hai,	shitsumon	ga	arimasu.

17	 すみません。	質問	が	あります。
すみません。	しつもん	が	あります。
sumimasen.	shitsumon	ga	arimasu.
何	でしょうか。
なん	でしょうか。
nan	deshouka.
今日	の	スープ	は	何ですか。
きょう	の	スープ	は	なんですか。
kyou	no	suupu	wa	nandesuka.
すみません。	質問	が	あります。
すみません。	しつもん	が	あります。
sumimasen.	shitsumon	ga	arimasu.
何でしょうか。
なんでしょうか。
nandeshouka.
この	ピアノ	は	いくら	ですか。
この	ピアノ	は	いくら	ですか。
kono	piano	wa	ikura	desuka.

18	 女	の	人	は	警察官	に	質問して	います。
おんな	の	ひと	は	けいさつかん	に	しつもんして	
います。
onna	no	hito	wa	keisatsukan	ni	shitsumonshite	
imasu.
警察官	は	彼女	の	質問	に	答えて	います。
けいさつかん	は	かのじょ	の	しつもん	に	こたえ
て	います。
keisatsukan	wa	kanojo	no	shitsumon	ni	kotaete	
imasu.
男	の	人	は	医者	に	質問して	います。
おとこ	の	ひと	は	いしゃ	に	しつもんして	い	
ます。
otoko	no	hito	wa	isha	ni	shitsumonshite	imasu.
医者	は	彼	の	質問	に	答えて	います。
いしゃ	は	かれ	の	しつもん	に	こたえて	います。
isha	wa	kare	no	shitsumon	ni	kotaete	imasu.

19	 彼	は	レストラン	の	ウエイター	です。
かれ	は	レストラン	の	ウエイター	です。
kare	wa	resutoran	no	ueitaa	desu.
彼女	は	カフェ	の	ウエイトレス	です。
かのじょ	は	カフェ	の	ウエイトレス	です。
kanojo	wa	kafe	no	ueitoresu	desu.
彼ら	は	ウエイター	です。
かれら	は	ウエイター	です。
karera	wa	ueitaa	desu.
私たち	は	ウエイトレス	です。
わたしたち	は	ウエイトレス	です。
watashitachi	wa	ueitoresu	desu.

20	 男	の	人	は	ウエイトレス	に	質問して	います。
おとこ	の	ひと	は	ウエイトレス	に	しつもんして	
います。
otoko	no	hito	wa	ueitoresu	ni	shitsumonshite	
imasu.
ウエイトレス	は	質問	に	答えて	います。
ウエイトレス	は	しつもん	に	こたえて	います。
ueitoresu	wa	shitsumon	ni	kotaete	imasu.
ウエイトレス	は	私たち	の	朝ご飯	を	持って	き
ます。
ウエイトレス	は	わたしたち	の	あさごはん	を	も
って	きます。
ueitoresu	wa	watashitachi	no	asagohan	o	
motte	kimasu.
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ウエイター	は	彼ら	の	コーヒー	を	持って	きま
す。
ウエイター	は	かれら	の	コーヒー	を	もって	き
ます。
ueitaa	wa	karera	no	koohii	o	motte	kimasu.

21	 女	の	人	は	ウエイトレス	に	質問して	います。
おんな	の	ひと	は	ウエイトレス	に	しつもんして	
います。
onna	no	hito	wa	ueitoresu	ni	shitsumonshite	
imasu.
ウエイトレス	は	彼女	の	質問	に	答えて	います。
ウエイトレス	は	かのじょ	の	しつもん	に	こたえ
て	います。
ueitoresu	wa	kanojo	no	shitsumon	ni	kotaete	
imasu.
学生	は	質問して	います。
がくせい	は	しつもんして	います。
gakusei	wa	shitsumonshite	imasu.
先生	は	彼女	の	質問	に	答えて	います。
せんせい	は	かのじょ	の	しつもん	に	こたえて	い
ます。
sensei	wa	kanojo	no	shitsumon	ni	kotaete	
imasu.
ミュージシャン	は	歌手	に	質問して	います。
ミュージシャン	は	かしゅ	に	しつもんして	い
ます。
myuujishan	wa	kashu	ni	shitsumonshite	imasu.
歌手	は	彼	の	質問	に	答えて	います。
かしゅ	は	かれ	の	しつもん	に	こたえて	います。
kashu	wa	kare	no	shitsumon	ni	kotaete	imasu.

22	 質問	が	ありますか。
しつもん	が	ありますか。
shitsumon	ga	arimasuka.
はい、	質問	が	あります。
はい、	しつもん	が	あります。
hai,	shitsumon	ga	arimasu.
質問	が	ありますか。
しつもん	が	ありますか。
shitsumon	ga	arimasuka.

はい、	質問	が	あります。
はい、	しつもん	が	あります。
hai,	shitsumon	ga	arimasu.

23	 牛肉
ぎゅうにく
gyuuniku
牛肉
ぎゅうにく
gyuuniku
牛肉
ぎゅうにく
gyuuniku
とり肉
とりにく
toriniku
とり肉
とりにく
toriniku
魚
さかな
sakana

24	 女	の	人	は	昼ご飯	に	とり肉	を	食べて	います。
おんな	の	ひと	は	ひるごはん	に	とりにく	を	たべ
て	います。
onna	no	hito	wa	hirugohan	ni	toriniku	o	tabete	
imasu.
男	の	人	は	家	で	魚	を	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	いえ	で	さかな	を	たべて	い	
ます。
otoko	no	hito	wa	ie	de	sakana	o	tabete	imasu.
女の子	は	カフェ	で	じゃがいも	を	食べて	い	
ます。
おんなのこ	は	カフェ	で	じゃがいも	を	たべて	い
ます。
onnanoko	wa	kafe	de	jagaimo	o	tabete	imasu.
彼ら	は	レストラン	で	牛肉	を	食べて	います。
かれら	は	レストラン	で	ぎゅうにく	を	たべて	い
ます。
karera	wa	resutoran	de	gyuuniku	o	tabete	
imasu.
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25	 はし
はし
hashi
はし
はし
hashi
はし
はし
hashi
ナプキン
ナプキン
napukin
ナプキン
ナプキン
napukin
フォーク
フォーク
fooku

26	 スプーン
スプーン
supuun
スプーン
スプーン
supuun
スプーン
スプーン
supuun
ナイフ
ナイフ
naifu
ナイフ
ナイフ
naifu
フォーク
フォーク
fooku

27	 はし
はし
hashi
フォーク
フォーク
fooku
ナイフ
ナイフ
naifu
スプーン
スプーン
supuun
ナプキン
ナプキン
napukin

28	 フォーク	は	じゃがいも	の	左	に	あります。
フォーク	は	じゃがいも	の	ひだり	に	あります。
fooku	wa	jagaimo	no	hidari	ni	arimasu.
スプーン	は	カップ	の	右	に	あります。
スプーン	は	カップ	の	みぎ	に	あります。
supuun	wa	kappu	no	migi	ni	arimasu.
ナイフ	は	パン	の	横	に	あります。
ナイフ	は	パン	の	よこ	に	あります。
naifu	wa	pan	no	yoko	ni	arimasu.
ナプキン	は	テーブル	の	上	に	あります。
ナプキン	は	テーブル	の	うえ	に	あります。
napukin	wa	teeburu	no	ue	ni	arimasu.

29	 女	の	人	は	ナプキン	に	書いて	います。
おんな	の	ひと	は	ナプキン	に	かいて	います。
onna	no	hito	wa	napukin	ni	kaite	imasu.
男の子	は	右手	に	ナイフ	を	持って	います。
おとこのこ	は	みぎて	に	ナイフ	を	もって	い	
ます。
otokonoko	wa	migite	ni	naifu	o	motte	imasu.
女の子	は	スプーン	で	食べて	います。
おんなのこ	は	スプーン	で	たべて	います。
onnanoko	wa	supuun	de	tabete	imasu.
女	の	人	は	はし	で	食べて	います。
おんな	の	ひと	は	はし	で	たべて	います。
onna	no	hito	wa	hashi	de	tabete	imasu.
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30	 女の子	は	とり肉	を	食べて	います。
おんなのこ	は	とりにく	を	たべて	います。
onnanoko	wa	toriniku	o	tabete	imasu.
男	の	人	は	牛肉	を	食べて	います。
おとこ	の	ひと	は	ぎゅうにく	を	たべて	います。
otoko	no	hito	wa	gyuuniku	o	tabete	imasu.
女	の	人	は	魚	を	食べて	います。
おんな	の	ひと	は	さかな	を	たべて	います。
onna	no	hito	wa	sakana	o	tabete	imasu.
男の子	は	じゃがいも	を	食べて	います。
おとこのこ	は	じゃがいも	を	たべて	います。
otokonoko	wa	jagaimo	o	tabete	imasu.

31	 豆
まめ
mame
豆
まめ
mame
豆
まめ
mame
バター
バター
bataa
バター
バター
bataa
こしょう
こしょう
koshou

32	 砂糖	入り	の	お茶
さとう	いり	の	おちゃ
satou	iri	no	ocha
バター	付き	の	パン
バター	つき	の	パン
bataa	tsuki	no	pan
塩	付き	の	じゃがいも
しお	つき	の	じゃがいも
shio	tsuki	no	jagaimo

こしょう	付き	の	サラダ
こしょう	つき	の	サラダ
koshou	tsuki	no	sarada
塩	付き	の	牛肉
しお	つき	の	ぎゅうにく
shio	tsuki	no	gyuuniku
砂糖	入り	の	コーヒー
さとう	いり	の	コーヒー
satou	iri	no	koohii

33	 塩	は	ありますか。
しお	は	ありますか。
shio	wa	arimasuka.
はい、	塩	を	どうぞ。
はい、	しお	を	どうぞ。
hai,	shio	o	douzo.
こしょう	は	ありますか。
こしょう	は	ありますか。
koshou	wa	arimasuka.
はい、	こしょう	を	どうぞ。
はい、	こしょう	を	どうぞ。
hai,	koshou	o	douzo.
バター	は	ありますか。
バター	は	ありますか。
bataa	wa	arimasuka.
はい、	バター	を	どうぞ。
はい、	バター	を	どうぞ。
hai,	bataa	o	douzo.

34	 二個	の	レモン
にこ	の	レモン
niko	no	remon
ボウル	一杯	の	レモン
ボウル	いっぱい	の	レモン
bouru	ippai	no	remon
水	と	ライム
みず	と	ライム
mizu	to	raimu
三個	の	ライム
さんこ	の	ライム
sanko	no	raimu
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35	 レモン	は	すっぱい	です。
レモン	は	すっぱい	です。
remon	wa	suppai	desu.
ライム	は	すっぱい	です。
ライム	は	すっぱい	です。
raimu	wa	suppai	desu.
この	とり肉	は	辛い	です。
この	とりにく	は	からい	です。
kono	toriniku	wa	karai	desu.
この	豆	は	辛い	です。
この	まめ	は	からい	です。
kono	mame	wa	karai	desu.
砂糖	は	甘い	です。
さとう	は	あまい	です。
satou	wa	amai	desu.
ケーキ	は	甘い	です。
ケーキ	は	あまい	です。
keeki	wa	amai	desu.

36	 今日	の	スープ	は	いかが	ですか。
きょう	の	スープ	は	いかが	ですか。
kyou	no	suupu	wa	ikaga	desuka.
スープ	に	何	が	入って	いますか。
スープ	に	なに	が	はいって	いますか。
suupu	ni	nani	ga	haitte	imasuka.
じゃがいも	と	豆	と	塩	と	こしょう	です。
じゃがいも	と	まめ	と	しお	と	こしょう	です。
jagaimo	to	mame	to	shio	to	koshou	desu.
はい、	お願いします。
はい、	おねがいします。
hai,	onegaishimasu.

37	 今日	の	デザート	は	いかが	ですか。
きょう	の	デザート	は	いかが	ですか。
kyou	no	dezaato	wa	ikaga	desuka.
はい。	どんな	デザート	ですか。
はい。	どんな	デザート	ですか。
hai.	donna	dezaato	desuka.
今日	は	レモン	の	デザート	です。
きょう	は	レモン	の	デザート	です。
kyou	wa	remon	no	dezaato	desu.

すっぱい	ですか。
すっぱい	ですか。
suppai	desuka.
いいえ。	甘い	です。
いいえ。	あまい	です。
iie.	amai	desu.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.

38	 これ	は	とても	すっぱい	です。	砂糖	を	もらえま
すか。
これ	は	とても	すっぱい	です。	さとう	を	もらえ
ますか。
kore	wa	totemo	suppai	desu.	satou	o	
moraemasuka.
はい、	砂糖	を	どうぞ。
はい、	さとう	を	どうぞ。
hai,	satou	o	douzo.
これ	は	とても	辛い	です。	水	を	もらえますか。
これ	は	とても	からい	です。	みず	を	もらえま
すか。
kore	wa	totemo	karai	desu.	mizu	o	
moraemasuka.
はい、	水	を	どうぞ。
はい、	みず	を	どうぞ。
hai,	mizu	o	douzo.

39	 すみません。	ナプキン	を	もらえますか。
すみません。	ナプキン	を	もらえますか。
sumimasen.	napukin	o	moraemasuka.
はい、	ナプキン	を	どうぞ。
はい、	ナプキン	を	どうぞ。
hai,	napukin	o	douzo.
すみません。	ナイフ	を	もらえますか。
すみません。	ナイフ	を	もらえますか。
sumimasen.	naifu	o	moraemasuka.
はい、	ナイフ	を	どうぞ。
はい、	ナイフ	を	どうぞ。
hai,	naifu	o	douzo.
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01	 像
ぞう
zou
像
ぞう
zou
像
ぞう
zou
絵
え
e
絵
え
e
写真
しゃしん
shashin

02	 これ	は	海岸	の	絵	です。
これ	は	かいがん	の	え	です。
kore	wa	kaigan	no	e	desu.
これ	は	空	の	絵	です。
これ	は	そら	の	え	です。
kore	wa	sora	no	e	desu.
これ	は	パリ	の	写真	です。
これ	は	パリ	の	しゃしん	です。
kore	wa	pari	no	shashin	desu.
これ	は	私	の	子供	の	古い	写真	です。
これ	は	わたし	の	こども	の	ふるい	しゃしん		
です。
kore	wa	watashi	no	kodomo	no	furui	shashin	
desu.
これ	は	男	の	人	の	像	です。
これ	は	おとこ	の	ひと	の	ぞう	です。
kore	wa	otoko	no	hito	no	zou	desu.
これ	は	猫	の	像	です。
これ	は	ねこ	の	ぞう	です。
kore	wa	neko	no	zou	desu.

03	 これ	は	何	ですか。
これ	は	なん	ですか。
kore	wa	nan	desuka.
これ	は	私	の	祖父	の	写真	です。
これ	は	わたし	の	そふ	の	しゃしん	です。
kore	wa	watashi	no	sofu	no	shashin	desu.
あれ	は	何	ですか。
あれ	は	なん	ですか。
are	wa	nan	desuka.
あれ	は	私	の	祖母	の	家	の	絵	です。
あれ	は	わたし	の	そぼ	の	いえ	の	え	です。
are	wa	watashi	no	sobo	no	ie	no	e	desu.

04	 ぼく	は	像	の	上	に	座って	います。
ぼく	は	ぞう	の	うえ	に	すわって	います。
boku	wa	zou	no	ue	ni	suwatte	imasu.
女	の	人たち	は	噴水	の	横	を	歩いて	います。
おんな	の	ひとたち	は	ふんすい	の	よこ	を	あるい
て	います。
onna	no	hitotachi	wa	funsui	no	yoko	o	aruite	
imasu.
男	の	人	は	階段	で	新聞	を	読んで	います。
おとこ	の	ひと	は	かいだん	で	しんぶん	を	よんで	
います。
otoko	no	hito	wa	kaidan	de	shinbun	o	yonde	
imasu.
私たち	は	丘	の	上	で	昼ご飯	を	食べて	います。
わたしたち	は	おか	の	うえ	で	ひるごはん	を	たべ
て	います。
watashitachi	wa	oka	no	ue	de	hirugohan	o	
tabete	imasu.

05	 像	は	噴水	の	横	に	あります。
ぞう	は	ふんすい	の	よこ	に	あります。
zou	wa	funsui	no	yoko	ni	arimasu.
階段	は	公園	の	中	に	あります。
かいだん	は	こうえん	の	なか	に	あります。
kaidan	wa	kouen	no	naka	ni	arimasu.
これ	は	噴水	の	絵	です。
これ	は	ふんすい	の	え	です。
kore	wa	funsui	no	e	desu.
像	は	丘	の	上	に	あります。
ぞう	は	おか	の	うえ	に	あります。
zou	wa	oka	no	ue	ni	arimasu.
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06	 像
ぞう
zou
写真
しゃしん
shashin
絵
え
e
噴水
ふんすい
funsui
階段
かいだん
kaidan
丘
おか
oka

07	 これ	は	ピアノ	の	絵	です。
これ	は	ピアノ	の	え	です。
kore	wa	piano	no	e	desu.
これ	は	ギター	の	写真	です。
これ	は	ギター	の	しゃしん	です。
kore	wa	gitaa	no	shashin	desu.
これ	は	男	の	人	と	太鼓	の	絵	です。
これ	は	おとこ	の	ひと	と	たいこ	の	え	です。
kore	wa	otoko	no	hito	to	taiko	no	e	desu.

08	 ピアノ	と	ギター	は	楽器	の	一種	です。
ピアノ	と	ギター	は	がっき	の	いっしゅ	です。
piano	to	gitaa	wa	gakki	no	isshu	desu.
絵	と	写真	は	芸術	の	一種	です。
え	と	しゃしん	は	げいじゅつ	の	いっしゅ	です。
e	to	shashin	wa	geijutsu	no	isshu	desu.
太鼓	は	楽器	の	一種	です。
たいこ	は	がっき	の	いっしゅ	です。
taiko	wa	gakki	no	isshu	desu.
像	は	芸術	の	一種	です。
ぞう	は	げいじゅつ	の	いっしゅ	です。
zou	wa	geijutsu	no	isshu	desu.

09	 男	の	人	は	ギター	を	演奏して	います。
おとこ	の	ひと	は	ギター	を	えんそうして	い	
ます。
otoko	no	hito	wa	gitaa	o	ensoushite	imasu.
男の子	は	おじいさん	と	ピアノ	を	演奏して	い
ます。
おとこのこ	は	おじいさん	と	ピアノ	を	えんそう
して	います。
otokonoko	wa	ojiisan	to	piano	o	ensoushite	
imasu.
男	の	人たち	は	太鼓	を	演奏して	います。
おとこ	の	ひとたち	は	たいこ	を	えんそうして	い
ます。
otoko	no	hitotachi	wa	taiko	o	ensoushite	
imasu.

10	 この	人たち	は	皆	同じ	楽器	を	演奏して	います。
この	ひとたち	は	みんな	おなじ	がっき	を	えんそ
うして	います。
kono	hitotachi	wa	minna	onaji	gakki	o	
ensoushite	imasu.
この	人たち	は	皆	違う	楽器	を	演奏して	います。
この	ひとたち	は	みんな	ちがう	がっき	を	えんそ
うして	います。
kono	hitotachi	wa	minna	chigau	gakki	o	
ensoushite	imasu.
何人か	の	人	は	ギター	を	演奏して	います。
なんにんか	の	ひと	は	ギター	を	えんそうして	い
ます。
nanninka	no	hito	wa	gitaa	o	ensoushite	imasu.

11	 この	バンド	は	公園	で	演奏して	います。
この	バンド	は	こうえん	で	えんそうして	い	
ます。
kono	bando	wa	kouen	de	ensoushite	imasu.
この	バンド	の	三人	は	ギター	を	演奏して	い	
ます。
この	バンド	の	さんにん	は	ギター	を	えんそうし
て	います。
kono	bando	no	sannin	wa	gitaa	o	ensoushite	
imasu.
この	バンド	は	スタジアム	で	演奏して	います。
この	バンド	は	スタジアム	で	えんそうして	い
ます。
kono	bando	wa	sutajiamu	de	ensoushite	imasu.
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12	 ギター
ギター
gitaa
太鼓
たいこ
taiko
ピアノ
ピアノ
piano
音楽
おんがく
ongaku
楽器
がっき
gakki
バンド
バンド
bando

13	 彼	は	彼女	の	写真	を	とって	います。
かれ	は	かのじょ	の	しゃしん	を	とって	います。
kare	wa	kanojo	no	shashin	o	totte	imasu.
私たち	の	写真	を	とって	ください。
わたしたち	の	しゃしん	を	とって	ください。
watashitachi	no	shashin	o	totte	kudasai.
彼女	は	像	の	写真	を	とって	います。
かのじょ	は	ぞう	の	しゃしん	を	とって	います。
kanojo	wa	zou	no	shashin	o	totte	imasu.
彼	は	バンド	の	写真	を	とって	います。
かれ	は	バンド	の	しゃしん	を	とって	います。
kare	wa	bando	no	shashin	o	totte	imasu.

14	 彼	は	バンド	の	写真	を	とって	います。
かれ	は	バンド	の	しゃしん	を	とって	います。
kare	wa	bando	no	shashin	o	totte	imasu.
彼女	は	噴水	の	写真	を	とって	います。
かのじょ	は	ふんすい	の	しゃしん	を	とって	い
ます。
kanojo	wa	funsui	no	shashin	o	totte	imasu.
彼	は	絵	の	写真	を	とって	います。
かれ	は	え	の	しゃしん	を	とって	います。
kare	wa	e	no	shashin	o	totte	imasu.

彼女	は	像	の	写真	を	とって	います。
かのじょ	は	ぞう	の	しゃしん	を	とって	います。
kanojo	wa	zou	no	shashin	o	totte	imasu.

15	 映画館
えいがかん
eigakan
映画館
えいがかん
eigakan
映画館
えいがかん
eigakan
動物園
どうぶつえん
doubutsuen
動物園
どうぶつえん
doubutsuen
博物館
はくぶつかん
hakubutsukan

16	 この	カフェ	は	町	の	中心部	に	あります。
この	カフェ	は	まち	の	ちゅうしんぶ	に	あり	
ます。
kono	kafe	wa	machi	no	chuushinbu	ni	arimasu.
この	カフェ	は	町	の	中心部	に	ありません。
この	カフェ	は	まち	の	ちゅうしんぶ	に	ありま
せん。
kono	kafe	wa	machi	no	chuushinbu	ni	
arimasen.
彼ら	は	町	の	中心部	に	住んで	います。
かれら	は	まち	の	ちゅうしんぶ	に	すんで	い	
ます。
karera	wa	machi	no	chuushinbu	ni	sunde	
imasu.
彼ら	は	町	の	中心部	に	住んで	いません。
かれら	は	まち	の	ちゅうしんぶ	に	すんで	いま
せん。
karera	wa	machi	no	chuushinbu	ni	sunde	
imasen.
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博物館	は	町	の	中心部	に	ありません。
はくぶつかん	は	まち	の	ちゅうしんぶ	に	ありま
せん。
hakubutsukan	wa	machi	no	chuushinbu	ni	
arimasen.
美術館	は	町	の	中心部	に	あります。
びじゅつかん	は	まち	の	ちゅうしんぶ	に	あり
ます。
bijutsukan	wa	machi	no	chuushinbu	ni	arimasu.

17	 この	映画館	は	町	の	中心部	に	あります。
この	えいがかん	は	まち	の	じゅうしんぶ	に	あり
ます。
kono	eigakan	wa	machi	no	juushinbu	ni	
arimasu.
彼ら	は	映画館	で	映画	を	見て	います。
かれら	は	えいがかん	で	えいが	を	みて	います。
karera	wa	eigakan	de	eiga	o	mite	imasu.
この	動物	は	動物園	に	います。
この	どうぶつ	は	どうぶつえん	に	います。
kono	doubutsu	wa	doubutsuen	ni	imasu.
この	犬	と	猫	は	動物園	に	いません。
この	いぬ	と	ねこ	は	どうぶつえん	に	いません。
kono	inu	to	neko	wa	doubutsuen	ni	imasen.

18	 この	バンド	は	町	の	中心部	で	演奏して	います。
この	バンド	は	まち	の	ちゅうしんぶ	で	えんそう
して	います。
kono	bando	wa	machi	no	chuushinbu	de	
ensoushite	imasu.
この	バンド	は	町	の	中心部	で	演奏して	いま	
せん。
この	バンド	は	まち	の	ちゅうしんぶ	で	えんそう
して	いません。
kono	bando	wa	machi	no	chuushinbu	de	
ensoushite	imasen.
この	像	は	町	の	中心部	に	あります。
この	ぞう	は	まち	の	ちゅうしんぶ	に	あります。
kono	zou	wa	machi	no	chuushinbu	ni	arimasu.
この	像	は	町	の	中心部	に	ありません。
この	ぞう	は	まち	の	ちゅうしんぶ	に	ありま	
せん。
kono	zou	wa	machi	no	chuushinbu	ni	
arimasen.

19	 五月	に、	私	は	森	の	中	で	写真	を	とりました。
ごがつ	に、	わたし	は	もり	の	なか	で	しゃしん	を	
とりました。
gogatsu	ni,	watashi	wa	mori	no	naka	de	shashin	
o	torimashita.
彼	は	十月	に	友達	の	写真	を	とりました。
かれ	は	じゅうがつ	に	ともだち	の	しゃしん	を	と
りました。
kare	wa	juugatsu	ni	tomodachi	no	shashin	o	
torimashita.
彼女	は	動物園	と	町	の	中心部	で	写真	を	とりま
した。
かのじょ	は	どうぶつえん	と	まち	の	ちゅうしん
ぶ	で	しゃしん	を	とりました。
kanojo	wa	doubutsuen	to	machi	no	
chuushinbu	de	shashin	o	torimashita.
公園	で	家族	の	写真	を	とりましたね。
こうえん	で	かぞく	の	しゃしん	を	とりまし	
たね。
kouen	de	kazoku	no	shashin	o	torimashitane.

20	 この	建物	は	モスクワ	に	あります。
この	たてもの	は	モスクワ	に	あります。
kono	tatemono	wa	mosukuwa	ni	arimasu.
この	建物	は	ニューヨーク	に	あります。
この	たてもの	は	ニューヨーク	に	あります。
kono	tatemono	wa	nyuuyooku	ni	arimasu.
この	建物	は	バルセロナ	に	あります。
この	たてもの	は	バルセロナ	に	あります。
kono	tatemono	wa	baruserona	ni	arimasu.
この	建物	は	オーストラリア	に	あります。
この	たてもの	は	オーストラリア	に	あります。
kono	tatemono	wa	oosutoraria	ni	arimasu.

21	 古代	の	階段
こだい	の	かいだん
kodai	no	kaidan
古代	の	像
こだい	の	ぞう
kodai	no	zou
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現代	の	絵
げんだい	の	え
gendai	no	e
現代	の	建物
げんだい	の	たてもの
gendai	no	tatemono

22	 古代	の	スタジアム
こだい	の	スタジアム
kodai	no	sutajiamu
現代	の	スタジアム
げんだい	の	スタジアム
gendai	no	sutajiamu
古代	の	像
こだい	の	ぞう
kodai	no	zou
現代	の	像
げんだい	の	ぞう
gendai	no	zou

23	 この	建物	は	有名	です。
この	たてもの	は	ゆうめい	です。
kono	tatemono	wa	yuumei	desu.
この	橋	は	有名	です。
この	はし	は	ゆうめい	です。
kono	hashi	wa	yuumei	desu.
この	山	は	有名	です。
この	やま	は	ゆうめい	です。
kono	yama	wa	yuumei	desu.
この	建物	は	有名	では	ありません。
この	たてもの	は	ゆうめい	では	ありません。
kono	tatemono	wa	yuumei	dewa	arimasen.
この	橋	は	有名	では	ありません。
この	はし	は	ゆうめい	では	ありません。
kono	hashi	wa	yuumei	dewa	arimasen.
この	山	は	有名	では	ありません。
この	やま	は	ゆうめい	では	ありません。
kono	yama	wa	yuumei	dewa	arimasen.

24	 彼女	は	有名な	建物	の	写真	を	とる	つもり	です。
かのじょ	は	ゆうめいな	たてもの	の	しゃしん	を	
とる	つもり	です。
kanojo	wa	yuumeina	tatemono	no	shashin	o	
toru	tsumori	desu.
彼女	は	有名な	建物	の	写真	を	とって	います。
かのじょ	は	ゆうめいな	たてもの	の	しゃしん	を	
とって	います。
kanojo	wa	yuumeina	tatemono	no	shashin	o	
totte	imasu.
彼女	は	有名な	建物	の	写真	を	とりました。
かのじょ	は	ゆうめいな	たてもの	の	しゃしん	を	
とりました。
kanojo	wa	yuumeina	tatemono	no	shashin	o	
torimashita.

25	 この	有名な	像	は	ブラジル	に	あります。
この	ゆうめいな	ぞう	は	ブラジル	に	あります。
kono	yuumeina	zou	wa	burajiru	ni	arimasu.
この	有名な	建物	は	中国	に	あります。
この	ゆうめいな	たてもの	は	ちゅうごく	に	あり
ます。
kono	yuumeina	tatemono	wa	chuugoku	ni	
arimasu.
この	有名な	噴水	は	ローマ	に	あります。
この	ゆうめいな	ふんすい	は	ローマ	に	あり	
ます。
kono	yuumeina	funsui	wa	rooma	ni	arimasu.

26	 これ	は	有名	です。
これ	は	ゆうめい	です。
kore	wa	yuumei	desu.
これ	は	有名	です。
これ	は	ゆうめい	です。
kore	wa	yuumei	desu.
彼女	は	有名	です。
かのじょ	は	ゆうめい	です。
kanojo	wa	yuumei	desu.
彼ら	は	有名	です。
かれら	は	ゆうめい	です。
karera	wa	yuumei	desu.
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27	 彼ら	は	自分	の	車	を	探して	います。
かれら	は	じぶん	の	くるま	を	さがして	います。
karera	wa	jibun	no	kuruma	o	sagashite	imasu.
彼ら	は	自分	の	車	を	見つけました。
かれら	は	じぶん	の	くるま	を	みつけました。
karera	wa	jibun	no	kuruma	o	mitsukemashita.
彼女	は	自分	の	かぎ	を	探して	います。
かのじょ	は	じぶん	の	かぎ	を	さがして	います。
kanojo	wa	jibun	no	kagi	o	sagashite	imasu.
彼女	は	自分	の	かぎ	を	見つけました。
かのじょ	は	じぶん	の	かぎ	を	みつけました。
kanojo	wa	jibun	no	kagi	o	mitsukemashita.
彼	は	自分	の	めがね	を	探して	います。
かれ	は	じぶん	の	めがね	を	さがして	います。
kare	wa	jibun	no	megane	o	sagashite	imasu.
彼	は	自分	の	めがね	を	見つけました。
かれ	は	じぶん	の	めがね	を	みつけました。
kare	wa	jibun	no	megane	o	mitsukemashita.

28	 私	は	自分	の	コート	を	探して	います。
わたし	は	じぶん	の	コート	を	さがして	います。
watashi	wa	jibun	no	kooto	o	sagashite	imasu.
私	は	自分	の	コート	を	見つけました。
わたし	は	じぶん	の	コート	を	みつけました。
watashi	wa	jibun	no	kooto	o	mitsukemashita.
彼	は	自分	の	くつ	を	探して	います。
かれ	は	じぶん	の	くつ	を	さがして	います。
kare	wa	jibun	no	kutsu	o	sagashite	imasu.
彼	は	自分	の	くつ	を	見つけました。
かれ	は	じぶん	の	くつ	を	みつけました。
kare	wa	jibun	no	kutsu	o	mitsukemashita.

29	 彼	は	自分	の	ボール	を	探して	います。
かれ	は	じぶん	の	ボール	を	さがして	います。
kare	wa	jibun	no	booru	o	sagashite	imasu.
彼	は	自分	の	ボール	を	見つけました。
かれ	は	じぶん	の	ボール	を	みつけました。
kare	wa	jibun	no	booru	o	mitsukemashita.
彼女	は	自分	の	くつ下	を	探して	います。
かのじょ	は	じぶん	の	くつした	を	さがして	い
ます。
kanojo	wa	jibun	no	kutsushita	o	sagashite	
imasu.

彼女	は	自分	の	くつ下	を	見つけました。
かのじょ	は	じぶん	の	くつした	を	みつけま	
した。
kanojo	wa	jibun	no	kutsushita	o	
mitsukemashita.

30	 彼ら	は	男	の	人	と	犬	の	像	を	探して	います。
かれら	は	おとこ	の	ひと	と	いぬ	の	ぞう	を	さがし
て	います。
karera	wa	otoko	no	hito	to	inu	no	zou	o	
sagashite	imasu.
彼ら	は	その	像	を	見つけました。
かれら	は	その	ぞう	を	みつけました。
karera	wa	sono	zou	o	mitsukemashita.
彼女たち	は	博物館	を	探して	います。
かのじょたち	は	はくぶつかん	を	さがして	い
ます。
kanojotachi	wa	hakubutsukan	o	sagashite	
imasu.
彼女たち	は	博物館	を	見つけました。
かのじょたち	は	はくぶつかん	を	みつけま	
した。
kanojotachi	wa	hakubutsukan	o	
mitsukemashita.

31	 私	は	めがね	を	探して	います。
わたし	は	めがね	を	さがして	います。
watashi	wa	megane	o	sagashite	imasu.
めがね	を	見つけました。
めがね	を	みつけました。
megane	o	mitsukemashita.
ぼく	の	犬	を	探して	います。
ぼく	の	いぬ	を	さがして	います。
boku	no	inu	o	sagashite	imasu.
犬	を	見つけました。
いぬ	を	みつけました。
inu	o	mitsukemashita.

32	 何か	探して	いますか。
なにか	さがして	いますか。
nanika	sagashite	imasuka.
はい、	映画館	を	探して	います。
はい、	えいがかん	を	さがして	います。
hai,	eigakan	o	sagashite	imasu.
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何か	探して	いますか。
なにか	さがして	いますか。
nanika	sagashite	imasuka.
はい、	スタジアム	を	探して	います。
はい、	スタジアム	を	さがして	います。
hai,	sutajiamu	o	sagashite	imasu.

33	 いつか、	私	は	有名な	バンド	で	歌いたい	です。
いつか、	わたし	は	ゆうめいな	バンド	で	うたい
たい	です。
itsuka,	watashi	wa	yuumeina	bando	de	utaitai	
desu.
私	は	有名な	バンド	で	ギター	を	演奏する	つもり	
です。
わたし	は	ゆうめいな	バンド	で	ギター	を	えんそ
うする	つもり	です。
watashi	wa	yuumeina	bando	de	gitaa	o	
ensousuru	tsumori	desu.
同じ	バンド	で	演奏しましょう。
おなじ	バンド	で	えんそうしましょう。
onaji	bando	de	ensoushimashou.
私	が	歌います。	そして、	あなた	が	ギター	を	演
奏	します。
わたし	が	うたいます。	そして、	あなた	が	ギタ
ー	を	えんそう	します。
watashi	ga	utaimasu.	soshite,	anata	ga	gitaa	o	
ensou	shimasu.
ニューヨーク	で	一番	有名な	バンド	に	なりま	
しょう。
ニューヨーク	で	いちばん	ゆうめいな	バンド	に	
なりましょう。
nyuuyooku	de	ichiban	yuumeina	bando	ni	
narimashou.
はい。	大きい	スタジアム	で	演奏しましょう。
はい。	おおきい	スタジアム	で	えんそうしま	
しょう。
hai.	ookii	sutajiamu	de	ensoushimashou.

4.3 コア	レッスン

01	 子供たち	は	笑って	います。
こどもたち	は	わらって	います。
kodomotachi	wa	waratte	imasu.
男	の	人	は	笑って	います。
おとこ	の	ひと	は	わらって	います。
otoko	no	hito	wa	waratte	imasu.
女の子	の	お母さん	は	笑って	いません。
おんなのこ	の	おかあさん	は	わらって	いま	
せん。
onnanoko	no	okaasan	wa	waratte	imasen.
男の子	は	笑って	いません。
おとこのこ	は	わらって	いません。
otokonoko	wa	waratte	imasen.

02	 彼女	は	ご主人	に	笑って	います。
かのじょ	は	ごしゅじん	に	わらって	います。
kanojo	wa	goshujin	ni	waratte	imasu.
女の子	は	笑って	います。
おんなのこ	は	わらって	います。
onnanoko	wa	waratte	imasu.
医者	は	女の子	に	笑って	います。
いしゃ	は	おんなのこ	に	わらって	います。
isha	wa	onnanoko	ni	waratte	imasu.
子供たち	は	誕生日	パーティー	で	笑って	い	
ます。
こどもたち	は	たんじょうび	パーティー	で	わ	
らって	います。
kodomotachi	wa	tanjoubi	paatii	de	waratte	
imasu.
赤ちゃん	は	泣いて	います。
あかちゃん	は	ないて	います。
akachan	wa	naite	imasu.
女	の	人たち	は	泣いて	います。
おんな	の	ひとたち	は	ないて	います。
onna	no	hitotachi	wa	naite	imasu.

03	 女	の	人	は	ご主人	に	笑って	います。
おんな	の	ひと	は	ごしゅじん	に	わらって	いま
す。
onna	no	hito	wa	goshujin	ni	waratte	imasu.
男	の	人	は	笑って	います。
おとこ	の	ひと	は	わらって	います。
otoko	no	hito	wa	waratte	imasu.
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男の子	は	先生	に	笑って	います。
おとこのこ	は	せんせい	に	わらって	います。
otokonoko	wa	sensei	ni	waratte	imasu.
従業員たち	は	笑って	います。
じゅうぎょういんたち	は	わらって	います。
juugyouintachi	wa	waratte	imasu.

04	 噴水	は	モスク	の	前	に	あります。
ふんすい	は	モスク	の	まえ	に	あります。
funsui	wa	mosuku	no	mae	ni	arimasu.
男	の	人	は	シナゴーグ	の	中	で	読んで	います。
おとこ	の	ひと	は	シナゴーグ	の	なか	で	よんで	い
ます。
otoko	no	hito	wa	shinagoogu	no	naka	de	
yonde	imasu.
像	は	お寺	の	中	に	あります。
ぞう	は	おてら	の	なか	に	あります。
zou	wa	otera	no	naka	ni	arimasu.
女	の	人	と	男	の	人	は	教会	の	前	で	笑って	います。
おんな	の	ひと	と	おとこ	の	ひと	は	きょうかい	の	
まえ	で	わらって	います。
onna	no	hito	to	otoko	no	hito	wa	kyoukai	no	
mae	de	waratte	imasu.

05	 彼ら	は	モスク	の	前	に	立って	います。
かれら	は	モスク	の	まえ	に	たって	います。
karera	wa	mosuku	no	mae	ni	tatte	imasu.
彼ら	は	教会	の	中	で	歌って	います。
かれら	は	きょうかい	の	なか	で	うたって	い	
ます。
karera	wa	kyoukai	no	naka	de	utatte	imasu.
この	男	の	人	は	お寺	の	近く	に	座って	います。
この	おとこ	の	ひと	は	おてら	の	ちかく	に	すわっ
て	います。
kono	otoko	no	hito	wa	otera	no	chikaku	ni	
suwatte	imasu.
ぼくたち	は	シナゴーグ	に	います。
ぼくたち	は	シナゴーグ	に	います。
bokutachi	wa	shinagoogu	ni	imasu.

06	 モスク
モスク
mosuku

シナゴーグ
シナゴーグ
shinagoogu
寺
てら
tera
教会
きょうかい
kyoukai

07	 何	が	見えますか。
なに	が	みえますか。
nani	ga	miemasuka.
丘	の	上	に	像	が	見えます。
おか	の	うえ	に	ぞう	が	みえます。
oka	no	ue	ni	zou	ga	miemasu.
何	が	見えますか。
なに	が	みえますか。
nani	ga	miemasuka.
階段	に	男	の	人	が	見えます。
かいだん	に	おとこ	の	ひと	が	みえます。
kaidan	ni	otoko	no	hito	ga	miemasu.

08	 教会	が	見えますか。
きょうかい	が	みえますか。
kyoukai	ga	miemasuka.
いいえ、	教会	は	見えません。
いいえ、	きょうかい	は	みえません。
iie,	kyoukai	wa	miemasen.
今度	は、	教会	が	見えますか。
こんど	は、	きょうかい	が	みえますか。
kondo	wa,	kyoukai	ga	miemasuka.
はい、	見えます。
はい、	みえます。
hai,	miemasu.

09	 彼	は	道	に	迷いました。
かれ	は	みち	に	まよいました。
kare	wa	michi	ni	mayoimashita.
彼女	は	道	に	迷って	いません。
かのじょ	は	みち	に	まよって	いません。
kanojo	wa	michi	ni	mayotte	imasen.
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私たち	は	道	に	迷いました。
わたしたち	は	みち	に	まよいました。
watashitachi	wa	michi	ni	mayoimashita.
私	は	道	に	迷って	いません。
わたし	は	みち	に	まよって	いません。
watashi	wa	michi	ni	mayotte	imasen.

10	 どうして	泣いて	いますか。
どうして	ないて	いますか。
doushite	naite	imasuka.
道	に	迷いました	から。
みち	に	まよいました	から。
michi	ni	mayoimashita	kara.
お母さん	と	お父さん	を	見つけましょう。
おかあさん	と	おとうさん	を	みつけましょう。
okaasan	to	otousan	o	mitsukemashou.

11	 誕生日	だ	から、	彼女	は	うれしい	です。
たんじょうび	だ	から、	かのじょ	は	うれしい	
です。
tanjoubi	da	kara,	kanojo	wa	ureshii	desu.
晴れ	だ	から、	ぼく	は	うれしい	です。
はれ	だ	から、	ぼく	は	うれしい	です。
hare	da	kara,	boku	wa	ureshii	desu.
彼ら	は	サッカー	を	している	から、	うれしい	
です。
かれら	は	サッカー	を	している	から、	うれしい	
です。
karera	wa	sakkaa	o	shiteiru	kara,	ureshii	desu.
彼	は	かぎ	を	見つける	こと	が	できない	から、	怒
って	います。
かれ	は	かぎ	を	みつける	こと	が	できない	から、	
おこって	います。
kare	wa	kagi	o	mitsukeru	koto	ga	dekinai	kara,	
okotte	imasu.
彼女	は	シャツ	が	汚れて	いる	から、	怒って	い
ます。
かのじょ	は	シャツ	が	よごれて	いる	から、	おこ
って	います。
kanojo	wa	shatsu	ga	yogorete	iru	kara,	okotte	
imasu.

彼	は	奥さん	が	遅い	から、	怒って	います。
かれ	は	おくさん	が	おそい	から、	おこって	い
ます。
kare	wa	okusan	ga	osoi	kara,	okotte	imasu.

12	 彼	は	怒って	います。
かれ	は	おこって	います。
kare	wa	okotte	imasu.
彼	は	うれしい	です。
かれ	は	うれしい	です。
kare	wa	ureshii	desu.
彼	は	悲しい	です。
かれ	は	かなしい	です。
kare	wa	kanashii	desu.

13	 犬	が	サンドイッチ	を	食べて	いる	から、	彼女	は	
怒って	います。
いぬ	が	サンドイッチ	を	たべて	いる	から、	かの
じょ	は	おこって	います。
inu	ga	sandoicchi	o	tabete	iru	kara,	kanojo	wa	
okotte	imasu.
彼ら	は	海岸	に	いる	から、	うれしい	です。
かれら	は	かいがん	に	いる	から、	うれしい		
です。
karera	wa	kaigan	ni	iru	kara,	ureshii	desu.
この	子供	は	自分	の	犬	を	見つける	こと	が	できな
い	から、	悲しい	です。
この	こども	は	じぶん	の	いぬ	を	みつける	こと	が	
できない	から、	かなしい	です。
kono	kodomo	wa	jibun	no	inu	o	mitsukeru	
koto	ga	dekinai	kara,	kanashii	desu.

14	 バンド	は	どの	くらい	演奏	しますか。
バンド	は	どの	くらい	えんそう	しますか。
bando	wa	dono	kurai	ensou	shimasuka.
二時間	演奏	します。
にじかん	えんそう	します。
nijikan	ensou	shimasu.
私	は	どの	くらい	走りましたか。
わたし	は	どの	くらい	はしりましたか。
watashi	wa	dono	kurai	hashirimashitaka.
三十分	間	走りました。
さんじゅっぷん	かん	はしりました。
sanjuppun	kan	hashirimashita.
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15	 私たち	は	どの	くらい	泳ぐ	こと	が	できますか。
わたしたち	は	どの	くらい	およぐ	こと	が	できま
すか。
watashitachi	wa	dono	kurai	oyogu	koto	ga	
dekimasuka.
三時間	泳ぐ	こと	が	できます。
さんじかん	およぐ	こと	が	できます。
sanjikan	oyogu	koto	ga	dekimasu.
彼	は	どの	くらい	話しましたか。
かれ	は	どの	くらい	はなしましたか。
kare	wa	dono	kurai	hanashimashitaka.
四十五分間	話しました。
よんじゅうごふんかん	はなしました。
yonjuugofunkan	hanashimashita.

16	 どの	くらい	この	国	に	いる	つもり	ですか。
どの	くらい	この	くに	に	いる	つもり	ですか。
dono	kurai	kono	kuni	ni	iru	tsumori	desuka.
ここ	に	一週間	いる	つもり	です。
ここ	に	いっしゅうかん	いる	つもり	です。
koko	ni	isshuukan	iru	tsumori	desu.
どの	くらい	イタリア	に	いる	つもり	ですか。
どの	くらい	イタリア	に	いる	つもり	ですか。
dono	kurai	itaria	ni	iru	tsumori	desuka.
三ヵ月間	イタリア	に	いる	つもり	です。
さんかげつかん	イタリア	に	いる	つもり	です。
sankagetsukan	itaria	ni	iru	tsumori	desu.

17	 べサニー	は	どの	くらい	モスクワ	に	いますか。
べサニー	は	どの	くらい	モスクワ	に	いますか。
besanii	wa	dono	kurai	mosukuwa	ni	imasuka.
彼女	は	二週間	モスクワ	に	います。
かのじょ	は	にしゅうかん	モスクワ	に	います。
kanojo	wa	nishuukan	mosukuwa	ni	imasu.
どの	くらい	パリ	に	いる	つもり	ですか。
どの	くらい	パリ	に	いる	つもり	ですか。
dono	kurai	pari	ni	iru	tsumori	desuka.
二週間	パリ	に	いる	つもり	です。
にしゅうかん	パリ	に	いる	つもり	です。
nishuukan	pari	ni	iru	tsumori	desu.

18	 私たち	は	二日間	ここ	に	滞在	します。
わたしたち	は	ふつかかん	ここ	に	たいざい	し
ます。
watashitachi	wa	futsukakan	koko	ni	taizai	
shimasu.
彼女	は	一週間	おばあさん	の	家	に	滞在	します。
かのじょ	は	いっしゅうかん	おばあさん	の	いえ	
に	たいざい	します。
kanojo	wa	isshuukan	obaasan	no	ie	ni	taizai	
shimasu.
男	の	人	は	二週間	ホテル	に	滞在	します。
おとこ	の	ひと	は	にしゅうかん	ホテル	に	たいざ
い	します。
otoko	no	hito	wa	nishuukan	hoteru	ni	taizai	
shimasu.

19	 彼女	は	ホテル	を	予約	しました。	今晩	ここ	に	滞
在	する	こと	が	できます。
かのじょ	は	ホテル	を	よやく	しました。	こんば
ん	ここ	に	たいざい	する	こと	が	できます。
kanojo	wa	hoteru	o	yoyaku	shimashita.	konban	
koko	ni	taizai	suru	koto	ga	dekimasu.
彼	は	ホテル	を	予約	しませんでした。	今晩	ここ	
に	滞在しなければ	いけません。
かれ	は	ホテル	を	よやく	しませんでした。	こん
ばん	ここ	に	たいざいしなければ	いけま	
せん。
kare	wa	hoteru	o	yoyaku	shimasendeshita.	
konban	koko	ni	taizaishinakereba	ikemasen.
彼ら	は	レストラン	を	予約	しました。	ここ	で	食
べる	こと	が	できます。
かれら	は	レストラン	を	よやく	しました。	ここ	
で	たべる	こと	が	できます。
karera	wa	resutoran	o	yoyaku	shimashita.	koko	
de	taberu	koto	ga	dekimasu.
私たち	は	レストラン	を	予約	しませんでした。	
ここ	で	食べる	こと	が	できません。
わたしたち	は	レストラン	を	よやく	しませんで
した。	ここ	で	たべる	こと	が	できません。
watashitachi	wa	resutoran	o	yoyaku	
shimasendeshita.	koko	de	taberu	koto	ga	
dekimasen.

20	 予約	を	お願いします。
よやく	を	おねがいします。
yoyaku	o	onegaishimasu.
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はい。	何時	に	いらっしゃいますか。
はい。	なんじ	に	いらっしゃいますか。
hai.	nanji	ni	irasshaimasuka.
今晩	八時	に	行きます。
こんばん	はちじ	に	いきます。
konban	hachiji	ni	ikimasu.
予約	を	お願いします。
よやく	を	おねがいします。
yoyaku	o	onegaishimasu.
何日	に	いらしゃいますか。
なんにち	に	いらしゃいますか。
nannichi	ni	irashaimasuka.
水曜日	に	行きます。
すいようび	に	いきます。
suiyoubi	ni	ikimasu.

21	 はい。	フェアフィールド	ホテル	です。
はい。	フェアフィールド	ホテル	です。
hai.	feafiirudo	hoteru	desu.
予約	を	お願いします。
よやく	を	おねがいします。
yoyaku	o	onegaishimasu.
いつ	いらっしゃいますか。
いつ	いらっしゃいますか。
itsu	irasshaimasuka.
10	月	22	日	に	行きます。
10	がつ	22	にち	に	いきます。
10	gatsu	22	nichi	ni	ikimasu.
どの	くらい	滞在	しますか。
どの	くらい	たいざい	しますか。
dono	kurai	taizai	shimasuka.
三泊	滞在	します。
さんぱく	たいざい	します。
sanpaku	taizai	shimasu.

22	 もしもし。
もしもし。
moshimoshi.
予約	を	お願いします。
よやく	を	おねがいします。
yoyaku	o	onegaishimasu.

何時	に	到着	しますか。
なんじ	に	とうちゃく	しますか。
nanji	ni	touchaku	shimasuka.
七時	に	行きます。
しちじ	に	いきます。
shichiji	ni	ikimasu.
何人	ですか。
なんにん	ですか。
nannin	desuka.
四人	です。
よにん	です。
yonin	desu.

23	 彼	は	山	を	歩いて	上って	います。
かれ	は	やま	を	あるいて	のぼって	います。
kare	wa	yama	o	aruite	nobotte	imasu.
彼ら	は	丘	を	走って	上って	います。
かれら	は	おか	を	はしって	のぼって	います。
karera	wa	oka	o	hashitte	nobotte	imasu.
男の子	は	階段	を	歩いて	下って	います。
おとこのこ	は	かいだん	を	あるいて	くだって	い
ます。
otokonoko	wa	kaidan	o	aruite	kudatte	imasu.
私	は	丘	を	走って	下って	います。
わたし	は	おか	を	はしって	くだって	います。
watashi	wa	oka	o	hashitte	kudatte	imasu.

24	 彼女	は	階段	を	歩いて	下って	います。
かのじょ	は	かいだん	を	あるいて	くだって	い
ます。
kanojo	wa	kaidan	o	aruite	kudatte	imasu.
男	の	人	は	階段	を	走って	上って	います。
おとこ	の	ひと	は	かいだん	を	はしって	のぼって	
います。
otoko	no	hito	wa	kaidan	o	hashitte	nobotte	
imasu.
彼ら	は	丘	を	歩いて	下って	います。
かれら	は	おか	を	あるいて	くだって	います。
karera	wa	oka	o	aruite	kudatte	imasu.
女	の	人	は	丘	を	走って	下って	います。
おんな	の	ひと	は	おか	を	はしって	くだって	い
ます。
onna	no	hito	wa	oka	o	hashitte	kudatte	imasu.
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25	 彼	は	階段	を	歩いて	上って	います。
かれ	は	かいだん	を	あるいて	のぼって	います。
kare	wa	kaidan	o	aruite	nobotte	imasu.
彼ら	は	山	を	走って	下って	います。
かれら	は	やま	を	はしって	くだって	います。
karera	wa	yama	o	hashitte	kudatte	imasu.
彼ら	は	山	を	歩いて	下って	います。
かれら	は	やま	を	あるいて	くだって	います。
karera	wa	yama	o	aruite	kudatte	imasu.
彼	は	階段	を	走って	上って	います。
かれ	は	かいだん	を	はしって	のぼって	います。
kare	wa	kaidan	o	hashitte	nobotte	imasu.

26	 彼ら	は	スーツケース	の	荷造り	を	して	います。
かれら	は	スーツケース	の	にづくり	を	して	い
ます。
karera	wa	suutsukeesu	no	nizukuri	o	shite	
imasu.
私	は	スーツケース	の	荷造り	を	して	います。
わたし	は	スーツケース	の	にづくり	を	して	い
ます。
watashi	wa	suutsukeesu	no	nizukuri	o	shite	
imasu.
彼女	は	スーツケース	から	荷物	を	出して	い	
ます。
かのじょ	は	スーツケース	から	にもつ	を	だして	
います。
kanojo	wa	suutsukeesu	kara	nimotsu	o	dashite	
imasu.
彼	は	スーツケース	から	荷物	を	出して	います。
かれ	は	スーツケース	から	にもつ	を	だして	い
ます。
kare	wa	suutsukeesu	kara	nimotsu	o	dashite	
imasu.

27	 この	女	の	人	は、	昨日	荷造り	を	しました。
この	おんな	の	ひと	は、	きのう	にづくり	を	しま
した。
kono	onna	no	hito	wa,	kinou	nizukuri	o	
shimashita.
この	女	の	人	は、	朝	荷造り	を	しました。
この	おんな	の	ひと	は、	あさ	にづくり	を	しま
した。
kono	onna	no	hito	wa,	asa	nizukuri	o	
shimashita.

彼女	は、	今	荷造り	を	して	います。
かのじょ	は、	いま	にづくり	を	して	います。
kanojo	wa,	ima	nizukuri	o	shite	imasu.

28	 まず、	彼	は	家	で	荷造り	を	しました。
まず、	かれ	は	いえ	で	にづくり	を	しました。
mazu,	kare	wa	ie	de	nizukuri	o	shimashita.
それから、	ホテル	に	行きました。
それから、	ホテル	に	いきました。
sorekara,	hoteru	ni	ikimashita.
今、	自分	の	部屋	で	スーツケース	から	荷物	を	出
して	います。
いま、	じぶん	の	へや	で	スーツケース	から	にも
つ	を	だして	います。
ima,	jibun	no	heya	de	suutsukeesu	kara	
nimotsu	o	dashite	imasu.

29	 今日	は	何	を	しましたか。
きょう	は	なに	を	しましたか。
kyou	wa	nani	o	shimashitaka.
まず、	三十分間	走りました。
まず、	さんじゅっぷんかん	はしりました。
mazu,	sanjuppunkan	hashirimashita.
それから、	スーパー	に	行きました。
それから、	スーパー	に	いきました。
sorekara,	suupaa	ni	ikimashita.
最後	に、	夕ご飯	を	作りました。
さいご	に、	ゆうごはん	を	つくりました。
saigo	ni,	yuugohan	o	tsukurimashita.

30	 まず、	彼女	が	テーブル	の	上	に	お皿	を	置きま	
した。
まず、	かのじょ	が	テーブル	の	うえ	に	おさら	を	
おきました。
mazu,	kanojo	ga	teeburu	no	ue	ni	osara	o	
okimashita.
それから、	彼	が	テーブル	の	上	に	お皿	を	置きま
した。
それから、	かれ	が	テーブル	の	うえ	に	おさら	を	
おきました。
sorekara,	kare	ga	teeburu	no	ue	ni	osara	o	
okimashita.



101

最後	に、	子供たち	が	テーブル	の	上	に	お皿	を	置
きました。
さいご	に、	こどもたち	が	テーブル	の	うえ	に	お
さら	を	おきました。
saigo	ni,	kodomotachi	ga	teeburu	no	ue	ni	
osara	o	okimashita.

31	 まず、	彼女	は	夕食	を	作りました。
まず、	かのじょ	は	ゆうしょく	を	つくりま	
した。
mazu,	kanojo	wa	yuushoku	o	tsukurimashita.
それから、	夕食	を	食べました。
それから、	ゆうしょく	を	たべました。
sorekara,	yuushoku	o	tabemashita.
最後	に、	お皿	を	洗いました。
さいご	に、	おさら	を	あらいました。
saigo	ni,	osara	o	araimashita.

32	 美術館	に	行きませんか。
びじゅつかん	に	いきませんか。
bijutsukan	ni	ikimasenka.
はい。	午後	行きましょう。
はい。	ごご	いきましょう。
hai.	gogo	ikimashou.
夕方	レストラン	に	行きませんか。
ゆうがた	レストラン	に	いきませんか。
yuugata	resutoran	ni	ikimasenka.
はい。	それから、	映画館	に	行きましょう。
はい。	それから、	えいがかん	に	いきま	
しょう。
hai.	sorekara,	eigakan	ni	ikimashou.

33	 今日	は	何	が	見たい	ですか。
きょう	は	なに	が	みたい	ですか。
kyou	wa	nani	ga	mitai	desuka.
お寺	が	見たい	です。
おてら	が	みたい	です。
otera	ga	mitai	desu.
すみません。	私たち	は	道	に	迷いました。	お寺	
は	どこ	ですか。
すみません。	わたしたち	は	みち	に	まよいまし
た。	おてら	は	どこ	ですか。
sumimasen.	watashitachi	wa	michi	ni	
mayoimashita.	otera	wa	doko	desuka.

まず、	公園	まで	行って	ください。	それから、	
左	に	曲がって	ください。
まず、	こうえん	まで	いって	ください。	それか
ら、	ひだり	に	まがって	ください。
mazu,	kouen	made	itte	kudasai.	sorekara,	
hidari	ni	magatte	kudasai.
ありがとう	ございます。
ありがとう	ございます。
arigatou	gozaimasu.
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4.4 コア	レッスン

01	 男	の	人	は	スキー	を	して	います。
おとこ	の	ひと	は	スキー	を	して	います。
otoko	no	hito	wa	sukii	o	shite	imasu.
女	の	人	は	セーリング	を	して	います。
おんな	の	ひと	は	セーリング	を	して	います。
onna	no	hito	wa	seeringu	o	shite	imasu.
私たち	は	セーリング	を	して	います。
わたしたち	は	セーリング	を	して	います。
watashitachi	wa	seeringu	o	shite	imasu.
子供たち	は	スキー	を	して	います。
こどもたち	は	スキー	を	して	います。
kodomotachi	wa	sukii	o	shite	imasu.

02	 彼女	は	町	で	スキー	を	して	います。
かのじょ	は	まち	で	スキー	を	して	います。
kanojo	wa	machi	de	sukii	o	shite	imasu.
彼	は	山	で	スキー	を	して	います。
かれ	は	やま	で	スキー	を	して	います。
kare	wa	yama	de	sukii	o	shite	imasu.
彼ら	は	町	の	近く	で	セーリング	を	して	います。
かれら	は	まち	の	ちかく	で	セーリング	を	して	い
ます。
karera	wa	machi	no	chikaku	de	seeringu	o	
shite	imasu.
彼ら	は	海岸	の	近く	で	セーリング	を	して	い	
ます。
かれら	は	かいがん	の	ちかく	で	セーリング	を	し
て	います。
karera	wa	kaigan	no	chikaku	de	seeringu	o	
shite	imasu.

03	 彼ら	は	海	で	遊んで	います。
かれら	は	うみ	で	あそんで	います。
karera	wa	umi	de	asonde	imasu.
彼	は	海	で	セーリング	を	して	います。
かれ	は	うみ	で	セーリング	を	して	います。
kare	wa	umi	de	seeringu	o	shite	imasu.
彼女	は	海	で	泳いで	います。
かのじょ	は	うみ	で	およいで	います。
kanojo	wa	umi	de	oyoide	imasu.
この	動物たち	は	海	に	住んで	います。
この	どうぶつたち	は	うみ	に	すんで	います。
kono	doubutsutachi	wa	umi	ni	sunde	imasu.

04	 この	国	は	島	です。
この	くに	は	しま	です。
kono	kuni	wa	shima	desu.
この	像	は	島	に	あります。
この	ぞう	は	しま	に	あります。
kono	zou	wa	shima	ni	arimasu.
この	教会	は	島	に	あります。
この	きょうかい	は	しま	に	あります。
kono	kyoukai	wa	shima	ni	arimasu.

05	 私	は	森	の	中	で	キャンプ	を	して	います。
わたし	は	もり	の	なか	で	キャンプ	を	して	い	
ます。
watashi	wa	mori	no	naka	de	kyanpu	o	shite	
imasu.
彼女	は	海	の	近く	で	キャンプ	を	して	います。
かのじょ	は	うみ	の	ちかく	で	キャンプ	を	して	い
ます。
kanojo	wa	umi	no	chikaku	de	kyanpu	o	shite	
imasu.
彼女	は	島	の	近く	で	セーリング	を	して	います。
かのじょ	は	しま	の	ちかく	で	セーリング	を	して	
います。
kanojo	wa	shima	no	chikaku	de	seeringu	o	
shite	imasu.
彼女	は	山	で	キャンプ	を	して	います。
かのじょ	は	やま	で	キャンプ	を	して	います。
kanojo	wa	yama	de	kyanpu	o	shite	imasu.

06	 四つ	の	テント
よっつ	の	テント
yottsu	no	tento
三艘	の	ヨット
さんそう	の	ヨット
sansou	no	yotto
二本	の	スキー
にほん	の	スキー
nihon	no	sukii
六人	の	スキーヤー
ろくにん	の	スキーヤー
rokunin	no	sukiiyaa
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07	 彼ら	は	湖	の	近く	で	キャンプ	を	して	います。
かれら	は	みずうみ	の	ちかく	で	キャンプ	を	して	
います。
karera	wa	mizuumi	no	chikaku	de	kyanpu	o	
shite	imasu.
家族	は	ボート	の	横	に	います。
かぞく	は	ボート	の	よこ	に	います。
kazoku	wa	booto	no	yoko	ni	imasu.
スキー	は	テント	の	横	に	あります。
スキー	は	テント	の	よこ	に	あります。
sukii	wa	tento	no	yoko	ni	arimasu.
家族	は	ボート	の	上	に	います。
かぞく	は	ボート	の	うえ	に	います。
kazoku	wa	booto	no	ue	ni	imasu.

08	 この	ボート	は	速い	です。
この	ボート	は	はやい	です。
kono	booto	wa	hayai	desu.
この	スキーヤーたち	は	速い	です。
この	スキーヤーたち	は	はやい	です。
kono	sukiiyaatachi	wa	hayai	desu.
この	ボート	は	遅い	です。
この	ボート	は	おそい	です。
kono	booto	wa	osoi	desu.
この	スキーヤーたち	は	遅い	です。
この	スキーヤーたち	は	おそい	です。
kono	sukiiyaatachi	wa	osoi	desu.

09	 教会	は	海	の	近く	に	あります。
きょうかい	は	うみ	の	ちかく	に	あります。
kyoukai	wa	umi	no	chikaku	ni	arimasu.
モスク	は	公園	の	近く	に	あります。
モスク	は	こうえん	の	ちかく	に	あります。
mosuku	wa	kouen	no	chikaku	ni	arimasu.
シナゴーグ	は	町	の	中	に	あります。
シナゴーグ	は	まち	の	なか	に	あります。
shinagoogu	wa	machi	no	naka	ni	arimasu.
お寺	は	島	に	あります。
おてら	は	しま	に	あります。
otera	wa	shima	ni	arimasu.

10	 彼	は	島	を	探して	います。
かれ	は	しま	を	さがして	います。
kare	wa	shima	o	sagashite	imasu.
彼	は	自分	の	ボール	を	探して	います。
かれ	は	じぶん	の	ボール	を	さがして	います。
kare	wa	jibun	no	booru	o	sagashite	imasu.
彼	は	海	を	探して	います。
かれ	は	うみ	を	さがして	います。
kare	wa	umi	o	sagashite	imasu.

11	 私	は	白い	馬	に	乗って	います。
わたし	は	しろい	うま	に	のって	います。
watashi	wa	shiroi	uma	ni	notte	imasu.
女	の	人	は	灰色	の	自転車	に	乗って	います。
おんな	の	ひと	は	はいいろ	の	じてんしゃ	に	のっ
て	います。
onna	no	hito	wa	haiiro	no	jitensha	ni	notte	
imasu.
男	の	人	は	黒い	馬	に	乗って	います。
おとこ	の	ひと	は	くろい	うま	に	のって	います。
otoko	no	hito	wa	kuroi	uma	ni	notte	imasu.
自転車	に	乗って	いますよ。
じてんしゃ	に	のって	いますよ。
jitensha	ni	notte	imasuyo.

12	 彼ら	は	公園	で、	馬	に	乗って	います。
かれら	は	こうえん	で、	うま	に	のって	います。
karera	wa	kouen	de,	uma	ni	notte	imasu.
彼ら	は	海	の	そば	で、	馬	に	乗って	います。
かれら	は	うみ	の	そば	で、	うま	に	のって	い	
ます。
karera	wa	umi	no	soba	de,	uma	ni	notte	imasu.
彼	は	海	の	そば	で、	自転車	に	乗って	います。
かれ	は	うみ	の	そば	で、	じてんしゃ	に	のって	い
ます。
kare	wa	umi	no	soba	de,	jitensha	ni	notte	
imasu.
彼	は	森	の	中	で、	自転車	に	乗って	います。
かれ	は	もり	の	なか	で、	じてんしゃ	に	のって	い
ます。
kare	wa	mori	no	naka	de,	jitensha	ni	notte	
imasu.
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13	 子供たち	は	雪	の	中	で	遊んで	います。
こどもたち	は	ゆき	の	なか	で	あそんで	います。
kodomotachi	wa	yuki	no	naka	de	asonde	
imasu.
女の子	は	雪	を	食べて	います。
おんなのこ	は	ゆき	を	たべて	います。
onnanoko	wa	yuki	o	tabete	imasu.
彼	は	雨	の	中	で、	自転車	に	乗って	います。
かれ	は	あめ	の	なか	で、	じてんしゃ	に	のって	い
ます。
kare	wa	ame	no	naka	de,	jitensha	ni	notte	
imasu.
彼ら	は	雨	の	中	を	歩いて	います。
かれら	は	あめ	の	なか	を	あるいて	います。
karera	wa	ame	no	naka	o	aruite	imasu.

14	 スキー	を	して	から	何	を	しますか。
スキー	を	して	から	なに	を	しますか。
sukii	o	shite	kara	nani	o	shimasuka.
カフェ	で	コーヒー	を	飲みます。
カフェ	で	コーヒー	を	のみます。
kafe	de	koohii	o	nomimasu.
彼ら	は	泳いで	から	何	を	しますか。
かれら	は	およいで	から	なに	を	しますか。
karera	wa	oyoide	kara	nani	o	shimasuka.
自転車	に	乗って、	それから	走ります。
じてんしゃ	に	のって、	それから	はしります。
jitensha	ni	notte,	sorekara	hashirimasu.
セーリング	を	して	から	何	を	しますか。
セーリング	を	して	から	なに	を	しますか。
seeringu	o	shite	kara	nani	o	shimasuka.
島	で	夕ご飯	を	食べます。
しま	で	ゆうごはん	を	たべます。
shima	de	yuugohan	o	tabemasu.

15	 猫	が	何匹	か	います。
ねこ	が	なんびき	か	います。
neko	ga	nanbiki	ka	imasu.
島	が	いくつか	あります。
しま	が	いくつか	あります。
shima	ga	ikutsuka	arimasu.

スキー	が	いくつか	あります。
スキー	が	いくつか	あります。
sukii	ga	ikutsuka	arimasu.
魚	が	たくさん	います。
さかな	が	たくさん	います。
sakana	ga	takusan	imasu.
自転車	が	たくさん	あります。
じてんしゃ	が	たくさん	あります。
jitensha	ga	takusan	arimasu.
テント	が	たくさん	あります。
テント	が	たくさん	あります。
tento	ga	takusan	arimasu.

16	 水	が	たくさん	あります。
みず	が	たくさん	あります。
mizu	ga	takusan	arimasu.
木	が	たくさん	あります。
き	が	たくさん	あります。
ki	ga	takusan	arimasu.
草	が	たくさん	あります。
くさ	が	たくさん	あります。
kusa	ga	takusan	arimasu.
花	が	たくさん	あります。
はな	が	たくさん	あります。
hana	ga	takusan	arimasu.

17	 ボート	が	いくつか	あります。
ボート	が	いくつか	あります。
booto	ga	ikutsuka	arimasu.
ボート	が	たくさん	あります。
ボート	が	たくさん	あります。
booto	ga	takusan	arimasu.
雪	が	少し	あります。
ゆき	が	すこし	あります。
yuki	ga	sukoshi	arimasu.
雪	が	たくさん	あります。
ゆき	が	たくさん	あります。
yuki	ga	takusan	arimasu.

18	 今日、	公園	では	風	が	強い	です。
きょう、	こうえん	では	かぜ	が	つよい	です。
kyou,	kouen	dewa	kaze	ga	tsuyoi	desu.
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今朝、	海岸	では	風	が	とても	強かった	です。
けさ、	かいがん	では	かぜ	が	とても	つよかった	
です。
kesa,	kaigan	dewa	kaze	ga	totemo	tsuyokatta	
desu.
今日	の	午後、	町	では	風	が	強く	ありません。
きょう	の	ごご、	まち	では	かぜ	が	つよく	ありま
せん。
kyou	no	gogo,	machi	dewa	kaze	ga	tsuyoku	
arimasen.

19	 今日	は	風	が	強く	ありません。
きょう	は	かぜ	が	つよく	ありません。
kyou	wa	kaze	ga	tsuyoku	arimasen.
今日	は	風	が	強い	です。
きょう	は	かぜ	が	つよい	です。
kyou	wa	kaze	ga	tsuyoi	desu.
今日	は	風	が	とても	強い	です。
きょう	は	かぜ	が	とても	つよい	です。
kyou	wa	kaze	ga	totemo	tsuyoi	desu.

20	 明日	は	雪	が	降ります。
あした	は	ゆき	が	ふります。
ashita	wa	yuki	ga	furimasu.
明日	は	何	を	しましょうか。
あした	は	なに	を	しましょうか。
ashita	wa	nani	o	shimashouka.
スキー	が	できますよ。
スキー	が	できますよ。
sukii	ga	dekimasuyo.

21	 明日	は	雨	が	降りません。
あした	は	あめ	が	ふりません。
ashita	wa	ame	ga	furimasen.
明日	は	何	を	しましょうか。
あした	は	なに	を	しましょうか。
ashita	wa	nani	o	shimashouka.
自転車	に	乗る	こと	が	できますよ。
じてんしゃ	に	のる	こと	が	できますよ。
jitensha	ni	noru	koto	ga	dekimasuyo.

22	 十一月	には	スキー	を	する	こと	が	できるで	
しょう。
じゅういちがつ	には	スキー	を	する	こと	が	でき
るでしょう。
juuichigatsu	niwa	sukii	o	suru	koto	ga	
dekirudeshou.
明日、	私たち	は	これ	で	遊ぶ	こと	が	できるでし
ょう。	明日	は	風	が	強く	なります。
あした、	わたしたち	は	これ	で	あそぶ	こと	が	で
きるでしょう。	あした	は	かぜ	が	つよく	なり
ます。
ashita,	watashitachi	wa	kore	de	asobu	koto	
ga	dekirudeshou.	ashita	wa	kaze	ga	tsuyoku	
narimasu.
来週	は	自転車	に	乗る	こと	が	できる	でしょう。
らいしゅう	は	じてんしゃ	に	のる	こと	が	できる	
でしょう。
raishuu	wa	jitensha	ni	noru	koto	ga	dekiru	
deshou.

23	 彼ら	は	雨	の	中	で	サッカー	を	して	います。
かれら	は	あめ	の	なか	で	サッカー	を	して	い	
ます。
karera	wa	ame	no	naka	de	sakkaa	o	shite	
imasu.
この	動物たち	は	雪	の	中	で	遊んで	います。
この	どうぶつたち	は	ゆき	の	なか	で	あそんで	い
ます。
kono	doubutsutachi	wa	yuki	no	naka	de	
asonde	imasu.
彼	は	雪	の	中	で	運転して	います。
かれ	は	ゆき	の	なか	で	うんてんして	います。
kare	wa	yuki	no	naka	de	untenshite	imasu.
彼ら	は	雪	の	中	を	走って	います。
かれら	は	ゆき	の	なか	を	はしって	います。
karera	wa	yuki	no	naka	o	hashitte	imasu.

24	 私	は	雪	の	中	で	馬	に	乗って	います。
わたし	は	ゆき	の	なか	で	うま	に	のって	います。
watashi	wa	yuki	no	naka	de	uma	ni	notte	
imasu.
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私	は	新しい	テント	の	中	で	キャンプ	を	して	い
ます。
わたし	は	あたらしい	テント	の	なか	で	キャンプ	
を	して	います。
watashi	wa	atarashii	tento	no	naka	de	kyanpu	o	
shite	imasu.
私	は	海	で	セーリング	を	して	います。
わたし	は	うみ	で	セーリング	を	して	います。
watashi	wa	umi	de	seeringu	o	shite	imasu.
私	は	山	で	スキー	を	して	います。
わたし	は	やま	で	スキー	を	して	います。
watashi	wa	yama	de	sukii	o	shite	imasu.

25	 これ	を	食べないで。
これ	を	たべないで。
kore	o	tabenaide.
これ	を	食べて。
これ	を	たべて。
kore	o	tabete.
そこ	に	座らないで。
そこ	に	すわらないで。
soko	ni	suwaranaide.
ここ	に	座って。
ここ	に	すわって。
koko	ni	suwatte.
そこ	で	遊ばないで。
そこ	で	あそばないで。
soko	de	asobanaide.
ここ	で	遊んで。
ここ	で	あそんで。
koko	de	asonde.

26	 ここ	で	スキー	を	しないで。
ここ	で	スキー	を	しないで。
koko	de	sukii	o	shinaide.
ここ	で	スキー	を	して。
ここ	で	スキー	を	して。
koko	de	sukii	o	shite.
ここ	で	泳いで。
ここ	で	およいで。
koko	de	oyoide.

ここ	で	泳がないで。
ここ	で	およがないで。
koko	de	oyoganaide.
ここ	で	運転しないで。
ここ	で	うんてんしないで。
koko	de	untenshinaide.
ここ	で	運転して。
ここ	で	うんてんして。
koko	de	untenshite.
ここ	で	キャンプ	を	して。
ここ	で	キャンプ	を	して。
koko	de	kyanpu	o	shite.
ここ	で	キャンプ	を	しないで。
ここ	で	キャンプ	を	しないで。
koko	de	kyanpu	o	shinaide.

27	 この	人たち	は	緑	の	水着	を	着て	います。
この	ひとたち	は	みどり	の	みずぎ	を	きて	い	
ます。
kono	hitotachi	wa	midori	no	mizugi	o	kite	
imasu.
彼女	は、	白い	花	の	サンダル	を	はいて	います。
かのじょ	は、	しろい	はな	の	サンダル	を	はいて	
います。
kanojo	wa,	shiroi	hana	no	sandaru	o	haite	
imasu.
子供たち	は、	風	の	強い	日	に	タオル	で	遊んで	い
ます。
こどもたち	は、	かぜ	の	つよい	ひ	に	タオル	で	あ
そんで	います。
kodomotachi	wa,	kaze	no	tsuyoi	hi	ni	taoru	de	
asonde	imasu.
ミュージシャン	は	ショートパンツ	を	はいて	い
ます。
ミュージシャン	は	ショートパンツ	を	はいて	い
ます。
myuujishan	wa	shootopantsu	o	haite	imasu.

28	 男	の	人	の	水着
おとこ	の	ひと	の	みずぎ
otoko	no	hito	no	mizugi
女	の	人	の	水着
おんな	の	ひと	の	みずぎ
onna	no	hito	no	mizugi
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男	の	人	の	サンダル
おとこ	の	ひと	の	サンダル
otoko	no	hito	no	sandaru
女	の	人	の	サンダル
おんな	の	ひと	の	サンダル
onna	no	hito	no	sandaru
タオル
タオル
taoru
ショートパンツ
ショートパンツ
shootopantsu

29	 今日	は	ショートパンツ	を	はかないで。
きょう	は	ショートパンツ	を	はかないで。
kyou	wa	shootopantsu	o	hakanaide.
どうして	ですか。
どうして	ですか。
doushite	desuka.
寒く	なります	から。
さむく	なります	から。
samuku	narimasu	kara.
今日	は	サンダル	を	はかないで。
きょう	は	サンダル	を	はかないで。
kyou	wa	sandaru	o	hakanaide.
どうして	ですか。
どうして	ですか。
doushite	desuka.
寒く	なります	から。
さむく	なります	から。
samuku	narimasu	kara.

30	 スキー	を	一日	借りる	には	三十	ドル	かかり	
ます。
スキー	を	いちにち	かりる	には	さんじゅう	ドル	
かかります。
sukii	o	ichinichi	kariru	niwa	sanjuu	doru	
kakarimasu.
スキー	を	買う	には	四百	ドル	かかります。
スキー	を	かう	には	よんひゃく	ドル	かかり	
ます。
sukii	o	kau	niwa	yonhyaku	doru	kakarimasu.

車	を	一日	借りる	には	百	ドル	かかります。
くるま	を	いちにち	かりる	には	ひゃく	ドル	かか
ります。
kuruma	o	ichinichi	kariru	niwa	hyaku	doru	
kakarimasu.
車	を	買う	には	2	万	5	千	ドル	かかります。
くるま	を	かう	には	2	まん	5	せん	ドル	かかり	
ます。
kuruma	o	kau	niwa	2	man	5	sen	doru	
kakarimasu.

31	 月曜日	です。	彼	は	二日間	車	を	借ります。
げつようび	です。	かれ	は	ふつかかん	くるま	を	
かります。
getsuyoubi	desu.	kare	wa	futsukakan	kuruma	o	
karimasu.
水曜日	です。	彼	は	車	を	返して	います。
すいようび	です。	かれ	は	くるま	を	かえして	い
ます。
suiyoubi	desu.	kare	wa	kuruma	o	kaeshite	
imasu.
午前	十時	です。	彼女	は	一日	スキー	を	借り	
ます。
ごぜん	じゅうじ	です。	かのじょ	は	いちにち	ス
キー	を	かります。
gozen	juuji	desu.	kanojo	wa	ichinichi	sukii	o	
karimasu.
午後	六時	です。	彼女	は	スキー	を	返して	い	
ます。
ごご	ろくじ	です。	かのじょ	は	スキー	を	かえし
て	います。
gogo	rokuji	desu.	kanojo	wa	sukii	o	kaeshite	
imasu.

32	 彼	は	自転車	を	返します。
かれ	は	じてんしゃ	を	かえします。
kare	wa	jitensha	o	kaeshimasu.
彼	は	自転車	を	返して	います。
かれ	は	じてんしゃ	を	かえして	います。
kare	wa	jitensha	o	kaeshite	imasu.
彼	は	自転車	を	返しました。
かれ	は	じてんしゃ	を	かえしました。
kare	wa	jitensha	o	kaeshimashita.
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33	 自転車	を	一日	借りる	には	いくら	かかりま	
すか。
じてんしゃ	を	いちにち	かりる	には	いくら	かか
りますか。
jitensha	o	ichinichi	kariru	niwa	ikura	
kakarimasuka.
一日	二十ポンド	です。
いちにち	にじゅっポンド	です。
ichinichi	nijuppondo	desu.
明日	の	夕方	返します。
あした	の	ゆうがた	かえします。
ashita	no	yuugata	kaeshimasu.
四十ポンド	です。
よんじゅっポンド	です。
yonjuppondo	desu.

34	 スキー	を	返しましたか。
スキー	を	かえしましたか。
sukii	o	kaeshimashitaka.
はい、	昨日	返しました。
はい、	きのう	かえしました。
hai,	kinou	kaeshimashita.
車	を	返しましたか。
くるま	を	かえしましたか。
kuruma	o	kaeshimashitaka.
いいえ、	明日	返します。
いいえ、	あした	かえします。
iie,	ashita	kaeshimasu.

35	 私	は	スキー	を	借りたい	です。
わたし	は	スキー	を	かりたい	です。
watashi	wa	sukii	o	karitai	desu.
私たち	は	スキー	を	借りたい	です。
わたしたち	は	スキー	を	かりたい	です。
watashitachi	wa	sukii	o	karitai	desu.
私	は	自転車	を	借りたい	です。
わたし	は	じてんしゃ	を	かりたい	です。
watashi	wa	jitensha	o	karitai	desu.
私たち	は	自転車	を	借りたい	です。
わたしたち	は	じてんしゃ	を	かりたい	です。
watashitachi	wa	jitensha	o	karitai	desu.

36	 いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
irasshaimase.
私たち	は	セーリング	に	行きたいん	です。
わたしたち	は	セーリング	に	いきたいん	です。
watashitachi	wa	seeringu	ni	ikitain	desu.
明日	の	天気	は	どうですか。
あした	の	てんき	は	どうですか。
ashita	no	tenki	wa	doudesuka.
雨	が	降ります。	明日	は	セーリング	に	行かない
で	ください。
あめ	が	ふります。	あした	は	セーリング	に	いか
ないで	ください。
ame	ga	furimasu.	ashita	wa	seeringu	ni	
ikanaide	kudasai.

37	 金曜日	は	晴れ	で	風	が	強い	です。
きんようび	は	はれ	で	かぜ	が	つよい	です。
kinyoubi	wa	hare	de	kaze	ga	tsuyoi	desu.
金曜日	に	ボート	を	借りる	こと	が	できますか。
きんようび	に	ボート	を	かりる	こと	が	できま
すか。
kinyoubi	ni	booto	o	kariru	koto	ga	dekimasuka.
はい、	一日	ボート	を	借りる	こと	が	できま	
すよ。
はい、	いちにち	ボート	を	かりる	こと	が	できま
すよ。
hai,	ichinichi	booto	o	kariru	koto	ga	
dekimasuyo.

38	 どこ	で	セーリング	が	できますか。
どこ	で	セーリング	が	できますか。
doko	de	seeringu	ga	dekimasuka.
この	小さい	島	まで	セーリング	が	できますよ。
この	ちいさい	しま	まで	セーリング	が	できま
すよ。
kono	chiisai	shima	made	seeringu	ga	
dekimasuyo.
何	を	持って	いく	必要	が	ありますか。
なに	を	もって	いく	ひつよう	が	ありますか。
nani	o	motte	iku	hitsuyou	ga	arimasuka.
水着	と	タオル	を	持って	いって	ください。
みずぎ	と	タオル	を	もって	いって	ください。
mizugi	to	taoru	o	motte	itte	kudasai.
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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	 今朝	は	何	を	しましたか。
けさ	は	なに	を	しましたか。
kesa	wa	nani	o	shimashitaka.
新聞	を	読みました。
しんぶん	を	よみました。
shinbun	o	yomimashita.

03	 今朝	は	何	を	しましたか。
けさ	は	なに	を	しましたか。
kesa	wa	nani	o	shimashitaka.
町	の	美術館	に	行きました。
まち	の	びじゅつかん	に	いきました。
machi	no	bijutsukan	ni	ikimashita.

04	 何	を	買いましたか。
なに	を	かいましたか。
nani	o	kaimashitaka.
この	古い	お寺	の	写真	を	買いました。
この	ふるい	おてら	の	しゃしん	を	かいました。
kono	furui	otera	no	shashin	o	kaimashita.

05	 今日	は	セーリング	に	行きたい	ですか。	それと
も	映画館	に	行きたい	ですか。
きょう	は	セーリング	に	いきたい	ですか。	それ
とも	えいがかん	に	いきたい	ですか。
kyou	wa	seeringu	ni	ikitai	desuka.	soretomo	
eigakan	ni	ikitai	desuka.
今日	は	セーリング	に	行きたい	です。
きょう	は	セーリング	に	いきたい	です。
kyou	wa	seeringu	ni	ikitai	desu.

06	 こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.
こんにちは。
こんにちは。
konnichiwa.

07	 いらっしゃいませ。	セーリング	を	しませ	
んか。
いらっしゃいませ。	セーリング	を	しませ	
んか。
irasshaimase.	seeringu	o	shimasenka.
はい。	セーリング	を	したいです。
はい。	セーリング	を	したいです。
hai.	seeringu	o	shitaidesu.

08	 セーリング	には	風	が	強すぎますか。
セーリング	には	かぜ	が	つよすぎますか。
seeringu	niwa	kaze	ga	tsuyosugimasuka.
いいえ、	セーリング	には	風	は	強すぎませ	
んよ。
いいえ、	セーリング	には	かぜ	は	つよすぎま	
せんよ。
iie,	seeringu	niwa	kaze	wa	tsuyosugimasenyo.

09	 お仕事	は	何	ですか。
おしごと	は	なん	ですか。
oshigoto	wa	nan	desuka.
音楽家	です。
おんがくか	です。
ongakuka	desu.

10	 何	を	演奏	しますか。
なに	を	えんそう	しますか。
nani	o	ensou	shimasuka.
ピアノ	を	演奏	します。
ピアノ	を	えんそう	します。
piano	o	ensou	shimasu.

11	 楽器	を	演奏	しますか。
がっき	を	えんそう	しますか。
gakki	o	ensou	shimasuka.
はい。	楽器	を	演奏	します。
はい。	がっき	を	えんそう	します。
hai.	gakki	o	ensou	shimasu.

12	 何	を	演奏	しますか。
なに	を	えんそう	しますか。
nani	o	ensou	shimasuka.
ギター	を	演奏	します。
ギター	を	えんそう	します。
gitaa	o	ensou	shimasu.
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13	 何	を	探して	いますか。
なに	を	さがして	いますか。
nani	o	sagashite	imasuka.
タオル	を	探して	います。
タオル	を	さがして	います。
taoru	o	sagashite	imasu.

14	 私	たち	の	写真	を	とって	くれませんか。
わたし	たち	の	しゃしん	を	とって	くれません
か。
watashi	tachi	no	shashin	o	totte	kuremasenka.
はい、	写真	を	とりますよ。
はい、	しゃしん	を	とりますよ。
hai,	shashin	o	torimasuyo.

15	 ボート	の	上	で	夕ご飯	を	食べますか。	それとも	
海岸	で	食べますか。
ボート	の	うえ	で	ゆうごはん	を	たべますか。	そ
れとも	かいがん	で	たべますか。
booto	no	ue	de	yuugohan	o	tabemasuka.	
soretomo	kaigan	de	tabemasuka.
海岸	で	夕ご飯	を	食べたい	です。
かいがん	で	ゆうごはん	を	たべたい	です。
kaigan	de	yuugohan	o	tabetai	desu.

16	 何	を	料理して	いますか。
なに	を	りょうりして	いますか。
nani	o	ryourishite	imasuka.
魚	と	ライム	と	じゃがいも	を	料理して	います。
さかな	と	ライム	と	じゃがいも	を	りょうりして	
います。
sakana	to	raimu	to	jagaimo	o	ryourishite	imasu.

17	 何か	演奏して	くれませんか。
なにか	えんそうして	くれませんか。
nanika	ensoushite	kuremasenka.
はい、	何か	演奏	しますよ。
はい、	なにか	えんそう	しますよ。
hai,	nanika	ensou	shimasuyo.


