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　近年日本に在住する外国人登録者数は増加の一途をたどっています。岩手県にお
いても平成10年に3,708人だった外国人登録者は平成21年末には6,349人と約2倍
に増加しており、その半数以上が短期的な滞在者ではなく、「生活者」として日本で
暮らしている外国人です。その外国人の中には日本人の配偶者として、出身国、言
葉、文化などが違っていてもこの地域で日本人と同じように生活している“お嫁さ
ん”たちが大勢います。

　北上市国際交流ルームは平成8年9月に設立しました。当初の日本語学習者のほ
とんどはALT（英語指導助手）で、日本滞在年数２～３年の短期滞在者でしたが、年
ごとに日本人男性を配偶者に持つ外国人花嫁が日本語を勉強したいと訪れるよう
になりました。その学習者の日本語能力はほとんどが初心者で現在に至っていま
す。しかしながら、そのように日本で「生活」していく「日本人の配偶者」に適切な日
本語のテキストがありませんでした。本書『いわての「生活」日本語』はまさにそのよ
うな学習者にぴったりのやさしく学べ、やさしく支援できる日本語学習教材です。

　「生活者」のための日本語教材とはどのようなものかを研究するために岩手大学
教育学部で日本語について学び、この研究をさらに明確な形にしたいと考え、(財)
自治体国際化協会が主催する「平成22年度地域国際化協会等先導的施策支援事
業」の「外国人との共生」というテーマに、この『いわての「生活」日本語』テキスト
作成事業を申請したところ、助成決定と採択されました。お陰さまでこのたび本書
を発行する運びとなりました。

　本書はどこの家庭にもある平凡な毎日の生活場面から「日本人の配偶者」に必要
な場面を10選び、それに「岩手らしさ」というローカル色を少し加えた構成にしまし
た。なぜなら、岩手の“お嫁さん”の生活環境は、夫が兼業農家の息子で会社員、また
夫の両親と同居または近くに住むということが多いからです。そのため、周りの人々
は方言を自然に話し、イントネーションの違う発音もすることでしょう。本書では、そ
のように“お嫁さん”を囲む周りの人たちの誰もが生活現場での「指導者」としての
役割ができるように設定していますので方言も「味」と捉えています。

　本書では、日本語を学ぶことにより、何ができるようになるかを一つの大きな目
的にしています。各課に目標をかかげ、様々な活動を通し、日本語を実際の生活場
面で道具として使っていくうちに成果が得られように工夫しました。学習者が学んだ
「日本語」が生活の場で本当に「通じた」「わかった」「役にたった」と実感してもら
えることが、指導者にとっても「役に立った」と思える瞬間です。まさに「言葉」がコ
ミュニケーションの手段として使われたと感じる時であり、その経験が多くなればな
るほど学ぶ側も、指導する側も上達してきます。そんなうれしい瞬間を一人でも多
くの「日本で生活している」外国人と分かち合いたいと願っています。

　また、本書を活用して地域の外国人が日本語を学ぶことにより、親しい友達や仲
間作りにつながり、相互交流の輪が広がっていくことを願っております。このことが
「多文化共生」社会の一助になれば幸いです。

　本書の作成にあたり、岩手大学国際交流センター准教授の松岡洋子先生にご助言
いただきました。また、斎藤理加さん、鈴木里佳さんのお二人にはほのぼのとしたイ
ラストをたくさん描いていただき、とても親しみやすいテキストとなりました。方言
は文字から見るより音声で聞く方が理解しやすいので、北上さくらホールのご協力
により付属のCDを作成いたしました。スタッフ・キャスト一丸となり、手作りのホーム
ドラマのように仕上がりました。写真撮影では「胡蝶」さまのご協力により実際に天
ぷらを揚げ、また、北上市内の病院をはじめ、多くの施設で快く撮影をさせていただ
きました。お陰さまで文字が分からない学習者に効果的な視覚でおぼえる教材とな
りました。また、マナーの違いなどを地域で活躍している外国人に多言語で翻訳し
ていただきました。このように多くの皆様にご協力いただき作成いたしました。皆さ
まに心から深く感謝申し上げます。

2011年1月
北上市国際交流ルーム　チーフ　アドバイザー

オフィス　キララ　代表
薄　衣　景　子

は じ め に



1　だれのためのどんな本なの？
　学習者側と指導者側の立場とで異なりますが、学習者は「初めて日本語を学習する」ゼロベー
スの方を対象としています。一言で初心者と言っても、育った環境や性格や興味等の違いから、
同じテキストを使っても、関心や目的が違うので、どこからスタートしても構いません。「かんた
ん文法」などを省略して「指さしてみよう」だけを順番に学習し、語彙を増やしていきたい人も
いるでしょう。また、媒介語を必要と思われるような箇所には英語、韓国語、中国語の訳をつけ
ましたが、翻訳の頁は後半にまとめてありますので、学習者によっては意味が通じるまでジェス
チャーや絵を描く、辞書を引くなどの活動が必要となります。つまり自発的なコミュニケーション
活動を促します。
　一方指導者側は、その日本語初心者を支援する立場として、例えば外国人のお嫁さんを家に迎
えたお姑さんのように、指導経験の全くない指導者から、地域の日本語支援ボランティアのよう
に経験あるベテランの指導者まで様 な々方に対応できるよう、特に日常生活のどこにでもあるよ
うな「生活」の一場面を想定し、会話を組み立て構成しています。
　各課には写真やイラストを数多く取り入れてあるので、学習者も指導者も楽しく日本語を学べ
るテキストです。特に「指さしてみよう」では多くの身の回りの生活雑貨がたくさん出て来ます。家
にある実物との比較も楽しみながら学習できます。また、それぞれの単語には、ひらがなにロー
マ字のルビをふり、ひらがなの読めない学習者にも対応しています。そしてテキストだけではな
く、実際の生活場面で同じ物の単語や状況が出てくると学習者にとって覚える頻度、速度が高
まってきます。

2　ほかにはどんな特徴があるの？
　各課は会話、用語、表現、活動、文法、マナー、方言から構成しています。詳細は次頁の表の
とおりですが、特に「かんたん文法」や「表現」では多くの絵やイラストから文法を簡単に学べる
ように工夫しているので、文法を指導したことがない支援者でも一緒に楽しみながら指導できま
す。また、課によっては「チャレンジ文法」も設けてあり、さらに学習してみたい人のきっかけ作り
の役目をしていますが、もちろん飛ばしても差し支えありません。あくまでも学習者が主体のテキ
ストですので、学習者が「できた！」という達成感を持てるようにすることが大切です。各課の活
動は衣食住の生活テーマの中で特に毎日欠かせない「食」を中心とした、家庭での食事場面が
中心で学習者が一人で外食をするというような場面設定はありません。特に一般的な兼業農家の
お嫁さんが遭遇しそうな場面での言語活動を中心としています。舞台は岩手県ですが、普段は
方言を使わない人でも後半の会話例のように緊急時には方言が出ます。簡単な方言を紹介して
いますが、利用者の地域の方言との違いを学習するのも楽しいでしょう。また、日常生活の基本
的なマナーもとりあげ、異文化理解の一助になればと思います。会話には地元ボランティアによ
る音声がCDに収録されていますので、どうぞお楽しみください。

各課の構成と使い方

課 場面 学習内容 学習目標 活動体験・マナー 学習成果

1 自宅 挨拶
家族以外の人との会話ができる
簡単な自己紹介ができる
来客の話を聞く

お茶の入れ方を学ぶ
座敷ではスリッパをぬぐ
家庭内のマナーを学ぶ

来客にお茶を出す

2 スーパー
義母と
買い物

質問の仕方を学ぶ
野菜等の名前を覚える

カレーライスを作る
調理用語の学習
スーパーのちらしを見る

3 自宅
食事から
学ぶ

あいづち表現を学ぶ
明日の予定が言える
動詞「とる」の用法

味噌汁作り
山菜取り

調味料の違いを知る
清掃活動など地域の行事で
ルールを知る

4 自宅
電話の
取次ぎ

簡単な電話の受け答えができる
意向形の「うち」と「そと」の用
法

てんぷら作り 自分から誘う

5 デパート
店員との
会話

数字、値段、色、指示詞を学ぶ
一人でデパートに行く
プレゼントを買う

丁寧語を聞く
好き・嫌いの好みを言える

6 バス、駅
行き先を
聞く

駅員や車内の案内を聞く
公共の交通機関の乗り降り
切符の買い方

一人で公共交通手段を利用で
きる
ガイドマップを見て、地名や
駅名を学習

7 病院
風邪を
ひいたら

病状を伝える
保険証、問診表、診察券は何か

クリニックと総合病院の違い
薬局や病院の受付に行く

病院のかかり方
体の部位、病気用語の学習
問診票の書き方がわかる

8 自宅
救急車を
呼ぶ

突然のけがなどの時に対応 家族の介護 冷静に救急車を依頼する

9 自宅の近所
ごみの
出し方

分別の方法を学習 ごみ当番をする

ごみ分別用ポスターの見方を
学ぶ
近所とのコミュニケーション
が円滑になる

10 自宅 緊急事態
地震がおきたらどうするか
家族と相談

町内会の行事に参加する
公民館のサークル活動に入る
友達ができる

各課の構成

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく

〈凡例〉
各課の会話はCDに収録

岩手の方言は一例で、地域によっていろいろちがいがあります。

英語・韓国語・中国語の翻訳あり

いわてのほうげん
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1はじめまして

1 はじめまして

ひろこ：　こんにちは。　〈おくでハツエ：はーい。〉

ハツエ：　いらっしゃい。

　　　　　おあがりください。さあ、どうぞ。

　　　　　こちら　よめの　めいか　です。

めいか：　こんにちは。

　　　　　はじめまして　めいか　です。

ひろこ：　どちらから　きたの。

めいか：　ちゅうごくの　さんもんきょう　です。

ひろこ：　さんもんきょうって　どこ。

ハツエ：　きたかみの　ゆうこうとしでね、ペ
ぺ

キ
き

ン
ん

から　ひこうきと

　　　　　しんかんせんで　4じかんくらいかかる　そうよ。

ひろこ：　あら、そう。そんなに　とおく　から。

　　　　　よく　いらっしゃい　ましたね。

　　　　　どうぞ　よろしく。

めいか：　どうぞ　よろしく　おねがいします。

　　　　　おちゃを　どうぞ。

あ い さ つ

おはようございます

いらっしゃい
おはいりください
（おあがりください）

はいる

おじゃまします

あがる

こんばんは

おあがりください
（おめしあがりください）

こんにちは

どうぞ

ありがとう
ございます

おやすみなさい

どうぞよろしく
お願いします さようなら

01 おはようございます

02 こんにちは

03 こんばんは

04 おやすみなさい

【１課】　ill01-01~4

05 いらっしゃい

06 どうぞ

07 おあがりください

08 ありがとうございます

09 どうぞよろしくお願いします

【１課】　ill01-05~09

10 さようなら

11 おじゃまします

21 入る

22 上がる

【１課】　ill01-10~22

10 さようなら

11 おじゃまします

21 入る

22 上がる

【１課】　ill01-10~22

10 さようなら

11 おじゃまします

21 入る

22 上がる

【１課】　ill01-10~22

01 おはようございます

02 こんにちは

03 こんばんは

04 おやすみなさい

【１課】　ill01-01~4

05 いらっしゃい

06 どうぞ

07 おあがりください

08 ありがとうございます

09 どうぞよろしくお願いします

【１課】　ill01-05~09

01 おはようございます

02 こんにちは

03 こんばんは

04 おやすみなさい

【１課】　ill01-01~4

05 いらっしゃい

06 どうぞ

07 おあがりください

08 ありがとうございます

09 どうぞよろしくお願いします

【１課】　ill01-05~09

05 いらっしゃい

06 どうぞ

07 おあがりください

08 ありがとうございます

09 どうぞよろしくお願いします

【１課】　ill01-05~09

10 さようなら

11 おじゃまします

21 入る

22 上がる

【１課】　ill01-10~22

01 おはようございます

02 こんにちは

03 こんばんは

04 おやすみなさい

【１課】　ill01-01~4

05 いらっしゃい

06 どうぞ

07 おあがりください

08 ありがとうございます

09 どうぞよろしくお願いします

【１課】　ill01-05~09

C　D
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C　D

ほんやく
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いえのなか

1

指さしてみよう !

はじめまして

genkan

げんかん

surippa

スリッパ（すりっぱ）

kaidan

かいだん

daidokoro

だいどころ

kyusu

きゅうす

getabako

げたばこ

ofuroba

おふろば

tokonoma

とこのま

mizu・jyaguchi

みず・じゃぐち

kohi…kappu

コーヒーカップ（こーひーかっぷ）

mado

まど

toire

トイレ（といれ）

washitsu

わしつ

nagashi

ながし

chataku…・chawan

ちゃたく・ちゃわん

roka

ろうか

senmenjo

せんめんじょ

chanoma

ちゃのま

koppu

コップ（こっぷ）

okashi

おかし

はいる

いく

はしる・あるく

くつをはく

くる

わかす

ひ ょ う げ ん
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1はじめまして

1.　〜　から　〜　まで（〜 kara 〜 made）

4.　〜　時間（〜 ji ／〜 jikan）

5.　〜 から 〜 まで 〜 で 〜 時間・分（ふん／ぷん）
　　（〜 kara 〜 made 〜 de 〜 jikan（fun ／ pun）

2.　　〜　で（〜 de）

3.　　〜　と　〜　で（〜 to 〜 de）

か ん ん 文 法た
gozen
ごぜん
午前

（a.m.）

ichi…ji gogo
ごご
午後

（p.m.）

1時 1時
ni……ji
2時 2時
san…ji
3時 3時
yo…ji
4時 4時
go…ji
5時 5時

roku…ji
6時 6時

shichi…ji
7時 7時

hachi…ji
8時 8時
ku…ji
9時 9時
ju…ji
10時 10時

juichi…ji
11時 11時
juni…ji
12時 12時

tokei

とけい

分

pun
ぷん

1 （11，21，31，41，51）
3 （13，23，33，43，53）
4 （14，24，34，44，54）
6 （16，26，36，46，56）
8 （18，28，38，48，58）
10 （20，30，40，50）

fun
ふん

2 （12，22，32，42，52）
5 （15，25，35，45，55）
7 （17，27，37，47，57）
9 （19，29，39，49，59）

時間・分（ふん／ぷん）

か
ら

から まで

で

と で

ま
で で

juni…jikan

12時間

nijuyo…jikan

24時間

han…nichi
はんにち

半日

ichijikan
いちじかん

1時間 nijikan
にじかん

2時間

ichi…nichi
いちにち

一日

＝

＝

やってみよう!!
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1はじめまして

おちゃ　の　いれかた

こうちゃ　の　いれかた

こーひー（コーヒー）　の　いれかた

●げんかんで　くつを　ぬぎましょう。（はきましょう）

●くつを　そろえましょう。

●たたみの　うえでは、　スリッパを　はきません。

●トイレの　スリッパと　ろうかの　スリッパは　ちがいます。

●おきゃくさまの　すわるいち（とこのまを　せに　してすわる）を
　おぼえましょう。

●にほんの　おちゃの　いれかたを　おぼえましょう。
　（とくに　ちゅうごくの　おちゃの　いれかたと　ちがいます）

●あいての　なまえに　さんを　つけましょう。
　（じぶんには　つけません）

●たたみの……へやの……すわりかた（せいざの……しかた、ざぶとんの……つかいかた）

　を　れんしゅう　しましょう。

●おふろの　はいりかたを、おぼえましょう。
　せっけんは　ゆぶねの　なかで　つかいません。
　からだを　あらい　ながしてから、ゆぶねに　はいります。
　タオルは　ゆぶねの　なかに　いれません。
　ゆぶねの　おゆは　つぎの　ひとも　つかうので、…すぐに　すてません。

おばんです……………こんばんは
あのなっす……………あのね
んだ　　　……………そうだ
おでんせ　……………いらっしゃい

おちゃっこ……………おちゃ
すはんこ　……………だいふきん
どこだべ　……………どこですか

Let'stry!
C　D

ほんやく ひとことマナー

よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことばいわてのほうげん

家で練習してみよう !
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2ちかくのスーパーで

ちかくのスーパーで2

〈店内放送：本日のタイムサービスはたまご1パック100円です〉

ハツエ：こんばん　なに　たべる。

めいか：う〜ん…

ハツエ：カ
か

レ
れ

ー
ー

ラ
ら

イ
い

ス
す

　に　するか。

めいか：ええ。　なにを　かいますか。

ハツエ：じゃがいも、たまねぎ、にんじん、ぶたにく、カ
か

レ
れ

ー
ー

ル
る

ー
ー

……

めいか：じゃがいも、たまねぎ、……

ハツエ：それに　ふくじんづけと　らっきょうも……

めいか：それ　なんですか。

ハツエ：つけもの　だよ。

たべもの

指さしてみよう !

kabocha

かぼちゃ

negi

ねぎ

tomato

トマト（とまと）

grapefruit

グレープフルーツ（ぐれーぷふるーつ）

budo

ぶどう

kyuri

きゅうり

daikon

だいこん

ninjin

にんじん

ringo

りんご

tamago

たまご

kyabetsu

キャベツ（きゃべつ）

tamanegi

たまねぎ

nasu

なす

mikan

みかん

niku

にく

jagaimo

じゃがいも

suika

すいか

ninniku

にんにく

banana

バナナ（ばなな）

gohan

ごはん

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく
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2ちかくのスーパーで

ちょうみりょう

sato

さとう

miso

みそ

shoyu

しょうゆ

abura

あぶら

shio

しお

kosho

こしょう

su

す

chomiryo

ちょうみりょう

ちょうりきぐ

otama…・shamoji

おたま・しゃもじ

kasuage・furaigaeshi・kibera

かすあげ・フライがえし・きべら

zaru

ざる

keiryokappu・supun

けいりょうカップ・スプーン（すぷーん）

ohashi

おはし

hasami・sennuki

はさみ・せんぬき

yakan

やかん

suihanki／denkigama

すいはんき／でんきがま

osara

おさら

oroshigane・kawamuki

おろしがね・かわむき

furaipan…/…frying…pan

フライパン（ふらいぱん）

reizoko

れいぞうこ

nabe

なべ

senzai・suponji

せんざい・スポンジ（すぽんじ）

manaita・hocho

まないた・ほうちょう

aieichi…konro

あいえいち…コンロ（こんろ）

スーパーで　かいもの

yasai…uriba

やさい　うりば

kago

かご

tokusanhin

とくさんひん

register

レジ（れじ）

kudamono…uriba

くだもの　うりば

cart

カート（かーと）

tokubaihin

とくばいひん

eco…bag

エコバッグ（えこばっぐ）

つけもの

tsukemono

つけもの
rakkyo

らっきょう
fukujinzuke

ふくじんづけ
tsukemono

つけもの

でんき
　ひ　　　を　つける
ヒーター（ひーたー）

でんき
　ひ　　　を　けす
ヒーター（ひーたー）

tsukeru

つける
kesu

けす
tsukeru

つける
kesu

けす



ち
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ー
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で
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2ちかくのスーパーで

カレーライスをつくろう

arau

①あらう
kiru

③きる
muku

②むく
itameru

④いためる

curry…roux

⑤カレールー（かれーるー）

curry…rice

⑨カレーライス（かれーらいす）

kakimazeru

⑦かきまぜる
niru

⑥にる

itadakimasu

⑩いただきます

yosou

⑧よそう

ちょうりほう

mijin…giri

みじんぎり
wakasu

わかす
mazeru

まぜる
yaku

やく

musu

むす
kiri…wakeru

きりわける
yuderu

ゆでる

Let'stry!家で練習してみよう ! やってみよう!!か ん ん 文 法た

へやにあるものを
ゆびさして
いってみよう。

これ こちら ここ

それ そちら そこ

あれ あちら あそこ

どれ どちら どこ

これ
それ
あれ
どれですか。

これはなんですか。

　　　　　　　　　です。

それはなんですか。

　　　　　　　　　です。

あれはなんですか。

　　　　　　　　　です。

スーパーのちらしのお買い得の値段を見て。

これはやすいです。　それはたかいです。

これもやすいです。

スーパーの店頭で。

これはおおきいです。

これはちいさいです。

1 4

5
2

3



ち
か
く
の
　

ス
ー
パ
ー
で

20 21

2ちかくのスーパーで

●エコバッグを　もって　かいものにいきましょう。

●レジで　ちゃんと　じゅんばんにならびましょう。

C　D

ほんやく ひとことマナー

らっきょ……………らっきょう 〜だべ　……………〜でしょ

よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことばいわてのほうげん

ひ ょ う げ ん

かいものに　いく

いえに　ある　ちらしと
くらべてみよう。

★せいかつの　なかには
　かんじが　いっぱいあるネ。
★ここにある　かんじが　よめると
　べんりで　おとくです。
★かぞくに「これはなんですか」と
　きいてみよう!

つくる

あつい・うすい

みる

いれる

たかい・やすい

かう・うる

おおきい・ちいさい

ひくい・たかい

ちらしを　よんでみよう !

よめると　たのしい　ちらしの　なかの　かんじ



か
ぞ
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で
　

ゆ
う
し
ょ
く
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3かぞくで　ゆうしょく

3 かぞくで　ゆうしょく

めいか：　これは　なんですか。

ハツエ：　ばっけみそ　だよ。

ごろう：　おれが　けさ　とってきた　ばっけ　だよ。

めいか：　おいしいです。

ごろう：　そうか。　こんど　いっしょに　とりに　いくか。

かずお：　あしたの　あさ　こうえんの　せいそうびだから

　　　　　そのあと　みんなで　いこう。

めいか：　せいそうび。

かずお：　こうえんの　くさとり　だよ。

めいか：　ああ、そうか。

01 いただきます

02 ごちそうさま

【３課】　ill03-11~19

01 いただきます

02 ごちそうさま

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

11 おいしい

12 まずい

13 甘い

14 苦い

15 辛い

16 酸っぱい

17 しょっぱい

18 濃い

19 薄い

【３課】　ill03-11~19

いただきます

おいしい あまい こい

すっぱい

まずい からい うすい

レモン（れもん） ゴーヤ（ごーや）にがいしょっぱい しお

ごちそうさま

こうみんかん　の　ぎょうじ

undokai

うんどうかい

omatsuri

おまつり
bon…odori

ぼんおどり

koen…no…kusatori

こうえんのくさとり
koen…no…seiso

こうえんのせいそう
kawa…no…seiso

かわのせいそう

指さしてみよう !C　D

ほんやく

C　D

ほんやく

ひ ょ う げ ん
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3かぞくで　ゆうしょく

やってみよう!!か ん ん 文 法た 　〜　で　〜　を　とる ( 〜 de　〜 wo　toru)

いつ

とる（toru）

〜　を　とる ( 〜 wo　toru)

　〜　で（〜 de）

で を　とる

で を　とる

で を　とる

で

koen

こうえん

umi

うみ
aji

あじ

kawa

かわ
yamame

やまめ

yama

やま
kinoko

きのこ

kominkan

こうみんかん

あさ よるひる

sansai

さんさい
kinoko

きのこ
sakana

さかな

けさ
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く
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3かぞくで　ゆうしょく

◎よていをかいて　はなしてみよう!

ていねい くだけた（かぞく・ゆうじん）

はい／いいえ うん

そうですね 男…—…そうだね、そうだよ、そうだろ
女…—…そうね、そうだわ

そうですか そうか

ほんとうですか ほんとう？／へえ
7月18日 日 うんどうかい

7月19日 祝 さんさいとり

7月20日 火 はたけ／きゅうり

7月21日 水 はたけ／なす

7月22日 木 はたけ／トマト

7月23日 金 かいもの

7月24日 土 こうえん／くさとり

ごろう　の　てちょう例

1

2

3

きょう　　　　　　に　いきます。　　　きょう　　　　　　を　します。

きのう　　　　　　に　いきました。　　きのう　　　　　　を　しました。

あした　　　　　　に　いきます。　　　あした　　　　　　を　します。

ひにち よてい

きのう

きょう

あした

●あいづちを　おぼえると　かいわが　つながります。
●さんさいや　きのことりは　ひとりでは　いかない。

あいちゃん　は　きのう
かいもの　に　いきました。

りょうくん　は　きょう
サッカー　を　します。

とって　きた　ざいりょう　で　みそしる　を　つくってみよう。
つくりかた　は　かぞく　に　きいて　みよう。

C　D

ほんやく ひとことマナー

なんだべ……………なんですか
ばっけ　……………ふきのとう

あべ　　……………いこう

いわてのほうげん

あ い づ ち

よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことば

家で練習してみよう !

チャレ ン ジ 文 法

りょうくん

カレンダーを使って
練習してみよう!

あいちゃん
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4おかあさん、でんわです。

4 おかあさん、でんわです。

AM　10:00　　リーン〜

めいか：　はい、たかはし　です。

ひろこ：　ハツエさん　いますか。

めいか：　はい、ちょっと　おまちください。

ハツエ：　ひろこさん　5じに　うちに　くるって。

めいか：　はい、わかりました。

PM　5:00

ひろこ：　こんばんは。　　　　　　　　〈おくで　めいか：はーい。〉

　　　　　これ　けさ　とってきた　さんさい。

　　　　　てんぷらに　すると　おいしいよ。

めいか：　わぁ〜　こんなに　たくさん！

　　　　　ありがとうございます。

　　　　　いっしょに　たべましょう。

いる

おおい すくない

うれしい

21ページの　ひょうげんを　もういちど　かくにんしよう!

きらいな／すきなおもい／かるい かわいい

おす まわす でんわ　する

いらない くる

やわらかい

こない

かたい

指さしてみよう !
C　D

ほんやく

C　D

ほんやく

でんわ

どうし

けいようし

ふくしゅう

denwa

でんわ
fakkusu

ファックス(ふぁっくす)
keitai…denwa

けいたいでんわ
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4おかあさん、でんわです。

C　D

ほんやく ひとことマナー

4かまでのどうしをつかい、じぶんからあいてをさそってみましょう

どうしの　グループわけを　してみよう

てんぷら　を　つくろう !

tenpura…nabe

てんぷらなべ

tenpura…shitagoshirae

てんぷら　したごしらえ

ageru

あげる

nabe…tsukami

なべつかみ

abura…ni…ireru

あぶら　に　いれる

tenpura…dekiagari

てんぷら　できあがり

tenpura…ko

てんぷらこ

koromo…wo…tsukeru

ころも　を　つける

abura…wo…kiru

あぶら　を　きる

やってみよう!!

むずかしい　ひとは、あとで　がんばろう!

か ん ん 文 法た

じしょけい いこうけい ますけい→　いこうけい

たべる たべよう たべます→　たべましょう

いく いこう いきます→　いきましょう

きる きろう きります→　きりましょう

にる によう にます→　にましょう

いためる いためよう いためます→　いためましょう

する しよう します→　しましょう

でっけ　……………おおきい ちゃっけ……………ちいさい

いわてのほうげん よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことば

●でんわの　うけこたえを　おぼえましょう。（ていねいな　ことばの　つかいかた）
●てんぷらなど　あげものを　しているときは　ひを　けしてから　でんわに　でること。

ひ ょ う げ ん

かける きる

もしもし、たかはしさんの
おたくですか。

さとうです。

はい、そうです。

はい、ちょっとおまちください。

いいえ、ちがいます

いいえ、ちょっとでかけています。

どちらさまですか。

ハツエさん　いますか。

めいかひろこ

Let'stry!家で練習してみよう !

チャレ ン ジ 文 法
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5うりばは　どこ　ですか

5 うりばは  どこ  ですか

〈店内放送：迷子のお呼び出しを申し上げます。赤いコートとジーンズをお召しになった3歳ぐ
らいの男の……〉

めいか　：　すみません、ネ
ね

ク
く

タ
た

イ
い

　うりばは　どこ　ですか。
うけつけ：　3がいで　ございます。
めいか　：　3がい　ですね。ありがとうございます。

〈3階でございます。〉

てんいん：　いらっしゃいませ。　プ
ぷ

レ
れ

ゼ
ぜ

ン
ん

ト
と

　ですか。
めいか　：　はい、おっとの　たんじょうびに　あげます。
てんいん：　なんさい　ぐらいの　かた　ですか。
めいか　：　40だい　です。
てんいん：　ごしゅじんは　なにいろが　おすき　ですか。
めいか　：　みどりと　あおが　すき　です。
てんいん：　これは　いかが　ですか。
めいか　：　いいですね。いくらですか。
てんいん：　こちらは　8000えんで　こちらは　7000えん　です。
めいか　：　うーん、　ちょっと　たかい　ですね。
てんいん：　あちらは　いかが　ですか。
　　　　　　あちらは　3500えん　です。
めいか　：　あの　ネクタイを　ください。
てんいん：　かしこまりました。リ

り

ボ
ぼ

ン
ん

を　おつけしますか。
めいか　：　はい、おねがいします。

デパート

指さしてみよう !

department…store

デパート（でぱーと）
escalator

エスカレーター（えすかれーたー）
elevator

エレベーター（えれべーたー）
toilet/otearai

トイレ（といれ）／おてあらい

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく

いろ

どうし

aka

あか

mizuiro

みずいろ

haiiro

はいいろ

pink／momoiro

ピンク／ももいろ

kiiro

きいろ

murasaki

むらさき

kiniro

きんいろ

daidai…iro

だいだいいろ

ao

あお

kuro

くろ

kimidori

きみどり

midori

みどり

shiro

しろ

giniro

ぎんいろ

tsutsumu

つつむ
musubu

むすぶ
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5うりばは　どこ　ですか

ひ ょ う げ ん

いらっしゃいませ。

○○円です。
（○○円でございます。）

はい、かしこまりました。

これをください。

はい、おねがいします。

みどりがすきです。

これはいくらですか。

かたちがすきじゃありません。

なにいろがすきですか。　

これはいかがですか。

あちらはいかがですか。

おきゃくさんてんいん

となりのデパートの　ず　をみて　てんいんさんと　おきゃくさんの　かいわを
かんがえてみよう

1F
いっかい

2F
にかい

3F
さんがい

4F
よんかい

5F
ごかい

おくじょう

デパートへ　いってみよう !
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5うりばは　どこ　ですか

なんじょだ　……………いかが
こっちゃ　　……………こちら

いわてのほうげん よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことば

●デパートでは　ねだんの　こうしょうは　しません。

C　D

ほんやく ひとことマナー

1．　○○さんにあげます。

2．　○○さんにはなをあげます。

3．　わたしは○○さんにはなをあげます。

4．　○○さんにもらいます。

5．　○○さんにはなをもらいます。

6．　わたしは○○さんにはなをもらいます。

に　あげます／もらいます

に　　　　　　　　を　あげます／もらいます

は　　　　　　　　に　　　　　　　　を　あげます／もらいます

きねんび

けっこんきねんび

ちちのひははのひ

クリスマス

こどものひ

たんじょうび

けいろうのひ

おしょうがつ

あげる　と　もらう

やってみよう!!か ん ん 文 法た

あっちゃ　……………あちら

じっさいの　ものを
つかって　やってみよう

ひ ょ う げ ん

おしえるきく

さわる

こたえるみる

とし すき きらい

きねんびには　だれに　なにを　あげますか?
きねんびには　だれに　なにを　もらいましたか?
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6のりものに　のる

きたかみよこかわめ

おでんせプラザ

ビ
ル

き た か み 駅

いってきます

さようなら

【いき】

【かえり】

6 のりものに　のる

いき（バス）

めいか：この　バ
ば

ス
す

は　きたかみえきへ　いきますか。

うんてんしゅ：はい、いきます。

　　　　　　　せいりけんを　おとりください。

うんてんしゅ：きたかみえき　です。

　　　　　　　ごじょうしゃ　ありがとうございました。

かえり（でんしゃ）

えきの　ア
あ

ナ
な

ウ
う

ン
ん

ス
す

：まもなく、1ばんせんから　よこてゆきの

　　　　　　　　　　でんしゃが　はっしゃ　いたします。

バス（ばす）

でんしゃ

指さしてみよう !

bus

バス

densha

でんしゃ

bus…nori…guchi

バスのりぐち

kippu…kenbai…ki

きっぷ…けんばいき

ryokin…seisan…ki…（yoko）

りょうきん　せいさんき（よこ）
ryokin…seisan…ki…（ue）

りょうきん　せいさんき（うえ）

bus…sokumen（yoko）

バス　そくめん（よこ）

jikoku…hyo

じこく…ひょう

yusen…seki

ゆうせんせき

bus…card

バスカード

bus…shomen（mae）

バス　しょうめん（まえ）

kitakami…eki

きたかみ…えき

seiriken…hakken…ki

せいりけん　はっけんき

kaisatsu…guchi

かいさつぐち
kippu

きっぷ

bus…tei

バスてい

ryokin…hyo

りょうきんひょう

shanai…ryokin…hyo

しゃない　りょうきんひょう

bus…keiro

バス　けいろ

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく
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6のりものに　のる

ただいま（いま）
のりもの　メモ

まもなく（2〜3ぷん）

やってみよう!!か ん ん 文 法た

ただいま　でんしゃが　まいります

を　しらべてみよう。（ねだん、ばしょ、じこく）

でんしゃ バ　ス

じゅんび

りょうきん りょうきん

きっぷうりば バスカード

じこくひょう じこくひょう

のる

のりば バスてい

かいさつぐち せいりけん

いきさき いきさき

おりるえき おりる……バスてい

おりる
かいさつぐち ボタン……を……おす

でぐち りょうきん

まもなく　でんしゃが　まいります

きいろい　せんまで　おさがり　ください

ただいま　でんわに　でられません

まもなく　10じ　です

デパートが　かいてん　いたします

ただいま　かえりました。

●バスに　のるときは　こぜにを　ようい　しましょう。
●バスを　おりる　ときは　まえもって　ブザーを　ならして　しらせます。
●のりものの　なかでは　けいたいでんわを　つかわない　ように
　しましょう。
●ゆうせんせきは　ひつような　ひとの　ために　あけておきます。
●でんしゃ（ざいらいせん）の　ドアの　かいへいは　じぶんで　ボタンを
　おします。

C　D

ほんやく ひとことマナー

てしゃば……………えき、バスてい

いわてのほうげん よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことば

チャレ ン ジ 文 法

あいさつ「ただいま」の　ごげん

のりもの ( でんしゃ・バス ) 
に　のってみよう !
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7かぜを　ひきました

7 かぜを　ひきました

ク
く

リ
り

ニ
に

ッ
っ

ク
く

うけつけ：どう　なさいましたか。
めいか　：せきが　でます。
うけつけ：こちらは　はじめて　ですか。
めいか　：はい。
うけつけ：ほけんしょうは　おもち　ですか。
めいか　：はい。
うけつけ：この　ようしに　きにゅう　して　ください。
　　　　　（ゆびさしせつめい）おなまえ、じゅうしょ、
　　　　　でんわ　ばんごう、せいねんがっぴ。
めいか　：はい、わかりました。

（ようしに　かいて　だす）
うけつけ：たいおんを　はかって　そちらで　おまち　ください。

〈たかはしめいかさん。はーい。〉
しんさつしつ
いしゃ：どうしましたか。
めいか：せきが　でます。
いしゃ：いつから　ですか。
めいか：きのうの　ばんから　です。
いしゃ：ねつが　ありますね。のどを　みせて　ください。
　　　　あ〜　あかい　ですね。はきけや　げりは　していますか。
めいか：いいえ。
いしゃ：おなかを　みせて　ください。　はい、せなかも……
　　　　かぜ　ですね。おくすりを　だしますから
　　　　すいぶんを　とって　ゆっくり　やすんで　ください。
めいか：ありがとうございました。

ひたい

みみ

せなか

うで

て

こし

おしり

ふくらはぎ

かかと

つまさき

ひざ
あし

もも

おなか

ひじ

むね

かた

くち

はな

め

あたま

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく

まなぐ　　……………め
このげ　　……………まゆげ
すてこび　……………おでこ

へじゃかぶ……………ひざ
へなか　　……………せなか
あぐど　　……………かかと

いわてのほうげん よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことば

指さしてみよう !
からだ
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7かぜを　ひきました

く　す　り

　　　　　　　　　　さま

　　　年　　月　　日

1日　3回　4日分

朝　昼　夕　ねる前

　　　　　　時間毎

食前　食間　食後

kaikei

かいけい

けんこう　ほけんしょう
しんさつけん

annai

あんない

しんさつしつ

kusuri…watashi…guchi

くすり…わたし…ぐち

shokaisha…uketsuke

しょうかいしゃ　うけつけ

jidou…shiharai…ki

じどうしはらいき

shoshin…uketsuke

しょしんうけつけ

nyuin…tetsuzuki…uketsuke

にゅういん…てつづき…うけつけ

monshinhyo…kinyu…dai

もんしんひょう　きにゅう　だい

byoin

びょういん

ひ ょ う げ ん 　びょうきになったら

このくすりは　いつ　のみますか？

①クリニックにいく

②そうごうびょういん（しょうかいしゃ　ゆうせん !）

せきが　でます

ねつが　あります

くしゃみが　でます

あたまが　いたいです どうしましたか？

いつからですか

さむけが　します

おなかが　いたいです

めまいが　します

かんせつが　いたいです

べんびを　しています

けさから　です

はきけが　します

のどが　いたいです

げりを　しています

ゆうべから　です

●せきが　でる　ときは　マスクを
　しましょう。

C　D

ほんやく ひとことマナー

いしゃかんじゃ

しんさつ　もうしこみしょ　に　きにゅうする（かく）
おもな　しょうじょう（びょうき　の　じょうたい）

うけつけ

なまえ
じゅうしょ
でんわばんごう
せいねんがっぴ

たいおんけい
ねつをはかる



フ リ ガ ナ 性　別

氏 名 男・女

生 年 月 日 明・大・昭・平　　　　　　　年　　　月　　　日 才

郵 便 番 号 〒

住 所

電 話 番 号
自宅　　　（　　　）　　　　携帯電話　　　　－　　　　－　

緊急の連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　様方）

勤務先
会社名

電話番号

世帯主又は被保険者名 続柄　

受 診 希 望 科

希望する科に○印
をつけてください

次の質問にお答えください。
・当医又は北上病院・花巻厚生病院で診療を受けたことがありますか
　　　はい（　　　年　　　月ころ　　　　　科）　いいえ
・他院からの紹介ですか
　　　はい（　　　　　病院　　　　　科）　いいえ
・交通事故または仕事中のケガや病気ですか
　　　はい　　　　　いいえ
　　　交通事故（　自損　・　相手あり　）　　仕事中　　通勤途中

診　療　申　込　書

03 緩和ケア課

04 血液内科

10 呼吸器内科

11 消化器内科

12 循環器内科

14 小児科

15 外科

17 乳腺外科

19 整形外科

20 脳神経外科

21 形成外科

23 皮膚科

24 泌尿器科

25 産婦人科

27 眼科

28 耳鼻いんこう科

29 放射線科

34ペインクリニック

35 呼吸器外科

37 神経内科

38 心療内科

60 総合診療科

47 糖尿病・代謝内科

51 健診科
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7かぜを　ひきました

問診票（裏面も記入ください）
　　年　　月　　日

患者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日は、どうされましたか。下記の設問の該当するところに○印又は直接記入ください。
1．どのような病状がありますか。
2．それはいつ頃からですか。
3．それはどの部位ですか。（左右も記入ください。）
4．心配なことは何ですか。
5．当院以外の病院（医院）にかかっていますか。
 病名：　　　　　　　　　　　　　　病院名：　　　　　　　　　　　　
6．現在、薬を服用していますか。（お薬手帳をお持ちの方は診察の時に準備してお持ちください）
 ○服用している　①高血圧症　②糖尿病　　　③呼吸器　　④消化器　　　⑤脳疾患
 　　　　　　　　⑥心臓疾患　⑦消化器疾患　⑧抗凝固薬　⑨抗血小板薬
 　薬品名：　　　　　　　　　　　　
 ○服用していない
7．いままでにかかった病気・手術・入院・輸血をしたことがありますか。
 病気　①ない
 　　　②ある　→

 入院　①ない　②ある　→　　年　　月頃　病名：
 手術　①ない　②ある　→　　年　　月頃　手術名：
 輸血　①ない　②ある　→　　年　　月頃
8．現在、妊娠している可能性についてお尋ねします。
 ①ない　　②ある　　③最終月経日　　年　　月　　日
9．今までにアレルギーだと言われたことがありますか。
　 （薬を飲んで具合が悪くなったことがありますか。）
 ①ない　　②ある　病名：　　　　　　　　薬品：　　　　　　　食物等　　　　　　
10．血のつながりのある方に次の病気の方がいますか。
 ①いない　②糖尿病　③高血圧症　④喘息・アトピー　⑤心臓疾患　⑥脳疾患　⑦がん
11．タバコ・アルコールをのまれる方（のまれていた方）は記入ください。
 ①アルコール　1日（ビール　　本、日本酒　　合、現在・過去に）
 ②タバコ　1日（　　本、　　年間、現在・過去に）
12．もしも悪性の病気が見つかった場合、本人に病状をしらせてほしいですか。
 ①知りたくない　②知らせてほしい
 ③本人以外に知らせて［どなたに　　　　　　　、患者様との続柄（　　　　）］
※代筆者の場合はご記入ください。　→　記入者氏名：　　　　　　　　　　　　

病名

いつ 　　年　　月頃 　　年　　月頃 　　年　　月頃

資料提供：岩手県立中部病院

(さんこう)

びょうき　に　なったら　どうする?　じつぶつ　です!

チャレ ン ジ 文 法
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8きんきゅう　じたい

き
ん
き
ゅ
う

じ
た
い
　
　

8 きんきゅう　じたい

かずお：　うわぁ・・・！
ハツエ：　あれ！　なんだべ。おとうさんの　こえで　ねえか。
　　　　　(そとへ　いく)

めいか：　あら、たいへん。おとうさんが、たいへん！
ハツエ：　おとうさん、だいじょぶか。うごけるか。
かずお：　いてててて。こしさ　いてえ　なんとも　ならねえ。
ハツエ：　はやく、きゅうきゅうしゃ　よべ。（めいか、でんわする）

しょうぼうしょ：　きたかみしょうぼうしょ　です。
　　　　　　　　　かじ　ですか　きゅうきゅう　ですか
めいか：　もしもし、きゅうきゅうしゃ　おねがいします。
　　　　　すぐ　きて　ください。
しょうぼうしょ：　どうしましたか。
めいか：　ちちが　やねから　おちました。
しょうぼうしょ：　いしきは　ありますか。
めいか：　いしき。
しょうぼうしょ：　はなしが　できますか。
めいか：　はい、　できます。
しょうぼうしょ：　ばしょは　どこ　ですか。
めいか：　きたかみし　わがちょう　よこかわめ　1の1　です。
しょうぼうしょ：　あなたの　おなまえは。

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく 指さしてみよう !

ill08_01-04

01 落ちる

02 屋根

03 二階

04 雪おろし

きんきゅう

kyukyusha

きゅうきゅうしゃ
shobosha

しょうぼうしゃ

AED

エイ・イー・ディー

おちる

や　ね

ゆきおろし

２かい

AED（Automated External Defibrillator）
自動体外式除細動器
びょういんや　きゅうきゅうしゃにはもちろん、えき、
くうこう、がっこう、ホテル、デパート、かいしゃなどにあり、
つかいかたの　こうしゅうかいも　あります。
AEDのふたを　あけると　おんせいガイドがながれ、ガイドに
したがって　そうさします。

さんこう
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8きんきゅう　じたい

●きんきゅうの　でんわばんこうを　おぼえましょう。（110、119）

C　D

ほんやく ひとことマナー

〜でねえか　……………〜でないか
なんとも　　……………どうにも
ならねえ　　……………ならない

こしさ　………………こしが
いてえ　………………いたい

いわてのほうげん よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことば

どこか　いたいですか。

トイレに　いきたいですか。

わたしに　つかまってください。

すった　りんごを　たべますか

くすりを　のみましょう。

こしが　いたい。

はい。おこしてください。

テーブルを　だしてください。

そぼめいか

おかあさん
はは

しゅうとめ（ぎりのはは）

おとうさん
ちち

しゅうと（ぎりのちち）

おねえさん
あね

ぎりのあね

おじさん
おじ

ちちのあに

ごろう（さん）
おっと（しゅじん）

わたし

おばさん
おば

ちちのあね

おばあさん
そぼ

おじいさん
そふ

きょうだい

そふぼ

りょうしん

おれ・ぼく
めいか
つま（かない）

よめ

こどもきょうだい

よびかた
かぞくの　うち　と　そと　では　よびかたが　ちがいます。
●きんじょの　ひとに　かぞくのことを　どのように　いいますか。
●いえのなかでは　どのように　よびますか。

家で練習してみよう ひ ょ う げ ん 　かいご
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9ごみとうばん

9 ごみとうばん

めいか：　おはようございます。
ひろこ：　おはようございます。
めいか：　これは、しげんごみ　ですか、
　　　　　それとも　もえない　ごみ　ですか。
ひろこ：　うーん、　こわれた　プ

ぷ

ラ
ら

ン
ん

タ
た

ー
ー

　ね。
　　　　　プ

ぷ

ラ
ら

ス
す

チ
ち

ッ
っ

ク
く

　なので、もえない　ごみ　だね。
　　　　　この　みどりの　ふくろさ　いれて、そこさ　なげろ。
めいか：　そこさ　なげる？
ひろこ：　あー、そうか、そこに　すてるんだ。
めいか：　はい、ここ　ですか。
ひろこ：　そうだ、その　こやの　なかが　もえない　ごみを
　　　　　おく　ばしょ　だよ。
めいか：　プラスチック　でも　たべものの　ようきは
　　　　　しげんごみ　ですね。
ひろこ：　そうだよ。この　きみどりの　ネ

ね

ッ
っ

ト
と

に　いれるんだよ。
めいか：　あの　あおい　ネットは　ペ

ぺ

ッ
っ

ト
と

ボ
ぼ

ト
と

ル
る

を　いれるの。
ひろこ：　よく　おぼえたね。ごみの　わけかたが　かいてある
　　　　　ほんを　よく　みて　おぼえるんだよ。
　　　　　わたしも　ときどき　わからなくて　みてるよ。
めいか：　そうですか。また　おしえて　くださいね。
ひろこ：　さあ、8じに　なった。そろそろ　とうばん　おわりだ。
　　　　　おつかれさま。
めいか：　おつかれさま　でした。

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく 指さしてみよう !
じたく　ごみのぶんべつ

リサイクル　と　リユース

gomibako

ごみばこ
super…no…bunbetsu…kaisyu

スーパーのぶんべつかいしゅう
gyunyu…pakku…kaisyu…box

ぎゅうにゅうパックかいしゅうボックス
eco…bag

エコバッグ

gomi…no…bunbetsu

ごみのぶんべつ
gomi…okiba…ni…dasu

ごみ　おきば　に　だす
kami…wo…shibaru

かみをしばる
shitei…gomi…bukuro

していごみぶくろ

ひ ょ う げ ん

ち ゅ う い !

おつかれさま　　おつかれさまでした
おせわさま　　　おせわさまでした
ごくろうさま

スプレー　かんは　ふたをとり　かならず　あなを　あけてから　だします。

※めうえのひとが　したのひとに　いう　ことば
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ん

9ごみとうばん

カレンダー　の　よみかた

ごみクイズ

家で練習してみよう !

1日　ついたち
2日　ふつか
3日　みっか
4日　よっか
5日　いつか

6日　むいか
7日　なのか
8日　ようか
9日　ここのか
10日　とおか

11日　じゅういちにち
14日　じゅうよっか
20日　はつか
24日　にじゅうよっか
29日　にじゅうくにち

日曜日　にちようび
月曜日　げつようび
火曜日　かようび
水曜日　すいようび
木曜日　もくようび
金曜日　きんようび
土曜日　どようび

20XX 年　3 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ひにち

ようび

2

1

●ごみの　わけかたと　だしかたは　ちいきによって　ルールが　ちがうので、
　ただしく　おぼえましょう。
●ようびと　じかんを　まもりましょう。
●きんじょの　ひとと　あいさつを　しましょう。

ひとことマナー

ふくろさ　……………ふくろに
そこさ　　……………そこに

なげる　　……………すてる

いわてのほうげん よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことば

C　D

ほんやく

それぞれの　ちいきの
ポスターを　つかって
れんしゅう　しましょう。

ちいきの　ごみのひは　いつですか?

じぶんや　かぞくの　たんじょうびを　いってみよう。

★なまごみは　いつですか?
★リサイクル　できるのは
　どれですか？

北上市ごみ百科（きたかみし　ごみひゃっか）を　つかう

もえる　ごみ

もえない　ごみ

しげん　ごみ
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じ
し
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で
す
!

10じしん　です !

10 じしん　です !

かぞくで　ゆうしょくをたべながら、テレビのニュースをみている。
（テレビのアナウンサー）
今日の午後3時半ごろ東海地方でやや強い地震がありました。震源地は静岡県、御前崎市の南東
50キロの海上で、地震の規模をあらわす、マグニチュードは5.4と推定されています。各地の震
度は次のとおりです。なお、この地震による津波の心配はありません。

かずお：　このごろ　じしん　が　おおいじゃなぁ。
ごろう：　んだ、んだ。きいつけねばな。
めいか：　にほんは　じしんが　おおいんですか。
ごろう：　ああ、おおいな。
めいか：　じしんが　おきたら　どうすれば　いいんですか。
かずお：　つくえの　したさ　かくれるのさ。
ハツエ：　まず　ひを　けしてからだ。ガスの　もとせんも　とめるんだよ。
ごろう：　それから　でぐちの　とを　あける。
めいか：　ちゃんと　できるかな。
かずお：　みんなが　うちさ　いるときなら　いいけど、
　　　　　いつ　おこるか　わからんからな。
ハツエ：　もし、めいかが　ひとりの　とき　なんかあったら
　　　　　こうみんかんさ　いけよ。
かずお：　そうだな。いざって　ときに　ばしょを　きめて　おけば
　　　　　あんしんだな。

C　D

ほんやく

C　D

ほんやく

地震情報

震源地…… マグニチュード……M4.8

発生日時：20XX年XX月XX日　XX時XX分頃

震度

津波警報

津波注意報

ill_10-map

けす

おれる

れんらくする

こわれる

とめる

われる

かくれる／にげる

おちる

指さしてみよう !
にほんちず

ひ ょ う げ ん

テレビで　みる　このがめん、どんな　いみ　でしょう。
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じ
し
ん
で
す
!

10じしん　です !

さんこう

●ひの　ようじん

●ひなんばしょを　おぼえて　おきましょう。

●きんきゅうの　ばあいは　みんなで　たすけあう　ことが　
　たいせつなので、ふだんから　ちいきの　ひとと　したしくして、
　ともだちや　ネットワークを　つくる　ことが　ひつよう　です。

●おなじ　くにの　ことばを　はなす　なかまづくりも　
　きんきゅうの　ときには　やくに　たちます。

C　D

ほんやく ひとことマナー

〜じゃな　　　　……………〜なぁ
きいつけねばな　……………きをつけなければなぁ
したさ　　　　　……………したに
うちさ　　　　　……………うちに
（ばしょ）さ　　…………（ばしょ）に

いわてのほうげん よーくきいてみよう！……じいちゃん、ばあちゃんのことば

きんきゅうじ　つかうもの

よういしておく　もの

じしん　が　おきたら

shokaki

しょうかき
hinan…setto

ひなんセット（せっと）
hijoyo…mochidashi…bukuro

ひじょうよう…もちだし…ぶくろ

hijo　guchi

ひじょう…ぐち
hi…wo…kesu

ひ…を…けす
gasu…no…motosen…wo…shimeru

ガスの…もとせん…を…しめる

mizu

みず

kanpan

かんぱん

kanzume

かんづめ

gunte

ぐんて

kaichu…dento

かいちゅうでんとう

この　テキストを　かつようし、おおぜいの　ひとと
おはなしして、ともだちをつくりましょう。

ともだちを　つくろう！

LPガス安全委員会のホームページから
「LPガス保安ガイド」がいこくごパンフレットがダウンロードできます。
英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・スペイン語
URL：http://www.lpg.or.jp/index.html
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Character List for Dialogues and Conversations
Main Character : Meika – A housewife from Sanmenxia, Henan Province, China. Came to Kitakami after marriage. 30 
years old.
Husband : Goro Takahashi – An employee at a manufacturing company. Oldest son of a farming family. 48 years old.
Father-in-law : Kazuo Takahashi – A farmer born and raised in Kitakami. 73 years old.
Mother-in-law : Hatsue Takahashi – A housewife who helps in the garden. Born in Hanamaki. 70 years old.
Neighbor : Hiroko Sato – A member of the neighborhood association. She has six relatives through three generations, 
including two grandchildren. 65 years old.

Lesson 1 – Nice to meet you!
Contents – Greetings

Dialogue –
Hiroko : Hello.
Hatsue : Welcome! Please come in. This is my daughter-in-law, Meika.
Meika : Hello. Nice to meet you. I'm Meika.
Hiroko : Where are you from?
Meika : Sanmenxia, China.
Hiroko : Where is “Sanmenxia”?
Hatsue : It's Kitakami's friendship city. It is about 4 hours from Beijing by plane and bullet train.
Hiroko : Is that so?  You are from that far? You came a long way, didn't you? It's nice to meet you.
Meika : The pleasure is all mine. Please, have some tea.

Lesson 2 – In the supermarket...
Contents – Shopping with Mom

Dialogue –
Hatsue : What will we eat tonight?
Meika : Hmm...
Hatsue : Should we do curry and rice?
Meika : Yes. What will we buy?
Hatsue : Potatoes, onions, carrots, pork, curry rue...
Meika : Potatoes, onions...
Hatsue : Also fukujinzuke  and  rakkyo ...
Meika : What are those?
Hatsu : They are pickles.

Lesson 3 – Dinner with the family...
Contents – Gathering for dinner

Dialogue –
Meika : What is this?
Hatsue : It's bakke  miso.
Goro : It's the fuki  I picked and brought back this morning.
Meika : It's delicious.
Goro : Really? Should we go pick some soon?
Kazuo : Let's go together after we go to clean the park tomorrow morning.
Meika : Cleaning?
Kazuo : Pulling weeds at the park.
Meika : Oh, I see.

Survival Japanese in Iwate

Lesson Setting Lesson Contents Lesson Goals Activities and Manners You will be able to...

1 At home Greetings
Talking to people outside of your family
Giving simple self-introductions
Listening to a visitor's conversation

Make and serve tea
When to take off slippers
Learn manners for home

Give tea to visitors

2 In the 
supermarket

Shopping with 
Mother-in-law

Learning how to ask questions
Remember the name of vegetables
Learning demonstratives (this, that etc.)

Make curry and rice Understand food words
Read supermarket fliers

3 At home Learn from meals

Japanese back-channeling (uh-huh, hmm 
etc.)
Talking about tomorrow's plans
How to use the Japanese verb “toru”

Make miso soup
Pick wild vegetables

Know the difference between 
seasonings
Know rules for cleaning during 
activities

4 At home Answering the 
phone

Simple phone conversations
Learning indicators for “in” and “out” groups Make tempura Invite people to do things

5
In a 
department 
store

Speaking with 
clerks

Learn numbers, prices, and colors
Learn more demonstratives

Go to a store by yourself
Buy a present

Listen to polite language
Describe likes/dislikes

６ In a bus and 
train station

Asking about a 
destination

Asking station attendants questions
Understanding directions inside the train

Ride public transportation
Buy tickets

Use public transit
Read guide maps of places 
and stations

７ At the hospital If you catch a cold
Describing symptoms and conditions
What is : proof of insurance, medical 
questionnaire, and patient registration card?

Learn difference between a 
clinic and a general hospital
Go to hospital reception

Visit a hospital
Describe your body and 
illnesses
Read and fill-in a medical 
questionnaire

８ At home Calling an 
ambulance How to handle sudden injuries Care for a family

Deal with an emergency 
situation in a calm manner
Call an ambulance

９ Around the 
neighborhood

How to take out the 
trash

Learning how to sort trash into appropriate 
categories Take out the garbage

Read and understand a 
garbage sorting poster
Communicate smoothly with 
the neighborhood

10 At home Emergency 
situations

What to do if an earthquake occurs
Consulting with your family Participate in town events

Join a club at the local 
community center
Make new friends
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Lesson 4 – Mom! Phone call!
Contents – Answering the phone

Dialogue –
10:00 AM
RING RING RING
Meika : Hello. This is the Takahashis.
Hiroko : Is Hatsue there?
Meika : Yes. Please wait a moment.
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
Hatsue : Hiroko said she will come here at five.
Meika : Oh, really?
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
5:00 PM
Hiroko : Good evening. These are the wild vegetables I picked this morning.
   They would be delicious as tempura.
Meika : Wow! There are so many! Thank you very much. Let's eat them together.

Lesson 5 – Where's the sales counter?
Contents – Buying a present

Dialogue – 
Meika : Where are neckties sold?
Information : Third floor.
Meika : The third floor? Okay, thank you very much.
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
Third Floor
Clerk : Is this a present?
Meika : Yes. I will give it to my husband on his birthday.
Clerk : About how old is he?
Meika : In his 40s.
Clerk : What color does your husband like?
Meika : He likes green and blue.
Clerk : How is this tie?
Meika : Oh, that's nice. How much is it?
Clerk : This one is 8,000 yen. This one is 7,000 yen.
Meika : That's a little expensive.
Clerk : How is that one? That is only 3,500 yen.
Meika : Yes, I'll take that tie.
Clerk : Thank you very much. Should I put a ribbon on it?
Meika : Yes, please.

Lesson 6 – Vehicles...
Contents – Taking the train and bus from Yokokawame to Kitakami

Dialogue –
［TO KITAKAMI (BUS)］
Meika : Does this bus go to Kitakami station?
Driver : Yes, it does. Please take a number.
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
On the bus
Driver : This is Kitakami. Thank you very much for riding today.
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

［TO YOKOKAWAME (TRAIN)］
Announcement : The train for Yokokawame will soon depart from track number one.

Lesson 7 – I caught a cold...
Contents – Going to the hospital or clinic

Dialogue –
［AT A CLINIC］
Receptionist : What is the matter?
Meika : I have a cough.
Receptionist : Is this your first time here?
Meika : Yes.
Receptionist : Do you have proof of insurance?
Meika : Yes.
Receptionist : Please fill in this form. ［POINTING］ Name, address, phone number, date of birth.
Meika : Okay, I understand.
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

［AFTER FILLING IN THE FORM］
Receptionist : Please check your temperature and wait over there.
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

［EXAMINATION ROOM］
Doctor : What's wrong?
Meika : I have a cough.
Doctor : When did it start?
Meika : From yesterday evening.
Doctor : You have a fever. Please show me your throat. Oh, it's red. Do you feel nauseous or have diarrhea?
Meika : No.
Doctor : Please show me your stomach. Okay. Your back, too… Yeah, that's a cold.
   We will give you some medicine, so please keep hydrated and get some rest.
Meika : Thank you very much.

Lesson 8 – Emergencies...
Contents – Calling an ambulance

Kazuo : Ahhhh!
Hatsue : Huh? What was that? Was that dad's voice? ［GOES OUTSIDE］
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
Meika : Oh, how terrible. Dad, this is awful.
Hatsue : Dad, are you okay? Can you move?
Kazuo : Ow owowow. My back! I can't move!
Hatsue : Quick, call the ambulance. ［MEIKA CALLS］
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
Meika : Hello?
Operator : This is 119. Is this a fire or an emergency?
Meika : I need an ambulance. Please come quickly.
Operator : What happened?
Meika : My father fell from the roof.
Operator : Is he ishiki  (conscious)?
Meika : Ishiki ?
Operator : Can he speak?
Meika : Yes, he can.
Operator : Where are you?
Meika : Kitakami, Waga-cho, Yokokawame, 1-1.
Operator : What is your name?
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Lesson 9 – Trash duty...
Contents – Communicate about local rules regarding separating and putting out trash

Dialogue –
Meika : Good morning.
Hiroko : Good morning.
Meika  : Is this recyclable trash? Or is this non-burnable trash?
Hiroko : Hmm... That's a broken planter, right? It's plastic, so it's non-burnable. 
   Today is the third Friday of the month, so it's a non-burnable trash day. 
   Please put it in this green bag and throw it over there.
Meika : Throw it over there?
Hiroka : Oh, sorry. Throw it away over there.
Meika : Okay. Here?
Hiroko : That's right. The inside of that shed is where non-burnable trash is put.
Meika : Plastic food containers are recyclable garbage, right?
Hiroko : Yes. Put them in this yellow-green net.
Meika : Is that blue net over there where we put PET bottles?
Hiroko : Your remembered well. You really read over the book on separating trash.
   Even I sometimes look at it because I don't understand.
Meika : Really? Please teach me again.
Hiroko : Well, it's eight o'clock. It's time to finish our trash duty. Good job.
Meika : You too.

Lesson 10 – Earthquake!
Contents - What to do if an earthquake occurs. Consulting with your family.

Dialogue –
Meika is eating dinner with her family, watching the news:

Today at approximately 3:30 PM, there was a relatively strong earthquake in the Tokai region. The epicenter was in 
the ocean about 50 kilometers south east of Omaesaki City in Shizuoka Prefecture. It was measured as a magnitude 5.4 
earthquake. Intensities for all cities are as follows. There is no danger of tsunamis from this earthquake.
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
Kazuo : There have been a lot of earthquakes recently.
Goro : Yup, yup. We need to be careful.
Meika : Are there many earthquakes in Japan?
Hatsue : It's scary because sometimes there are large earthquakes.
Meika : What should I do if there is an earthquake?
Kazuo : Hide under a desk.
Hatsue : First put out any fires. Then turn off the gas line.
Goro : Then, open up doors at the exits.
Meika : I wonder if I could really do that?
Kazuo : It will be fine if we are all at home. But, you never know when an earthquake will hit.
Hatsue : If you are by yourself and anything happens, go to the community center.
Kazuo : That's right. It's safe if we decide a place to meet if anything happens.

Basic Manners – Your Japanese teacher will explain some cultural differences in Japan.
Lesson 1
Take off (and put on) your shoes in the entryway.
Arrange your shoes neatly, side-by-side.
Do not wear slippers on tatami  mats.
There are different slippers for the bathroom and the hallway.
Remember where guests sit. (In front of the alcove.)
Remember how to make tea. (Chinese tea especially is made differently.)
Use –san  after a person's name. (But not your own.)

Sit properly in tatami  rooms. (Sit with your legs folded under your body; sit on a mat.)
Remember how to use a Japanese bath. Do not get soap in the tub. First, lather and rinse outside the bath, then get 
in. Do not put your towel in the bath. The person after you will use the same bath water, so don't drain the tub.

Lesson 2
Bring your own reusable shopping bag when you go shopping.
Be sure to stand in the right order in line.

Lesson 3
Remember how to chime-in at the right time during conversations.
Do not go picking wild vegetables or mushrooms alone.

Lesson 4
Remember how to answer the phone properly. (Use polite language.)
When making tempura or fried foods, turn off the gas before using the phone.

Lesson 5
There is no haggling at department stores.

Lesson 6
Prepare small change when riding the bus.
When getting off a bus, press the buzzer before you need to get off.
Try not to talk on cell phones when riding public transportation.
Leave priority seats open for those who need them.
Push the button to open and close the doors on trains (local lines).

Lesson 7
Wear a mask when you have a cough.

Lesson 8
Remember the number for emergencies. (110 for police, 119 for fire and ambulance.)

Lesson 9
Remember the correct rules for separating and disposing of trash, each area is different.
Be on time and remember appointments.
Say hello to the neighbors when you see them.

Lesson 10
Beware of fires.
Remember evacuation areas.
In case of emergencies, it is important to help others. Because of this, it is important to make friends with others in 
your area and form a friend network.
It is helpful to have friends that speak the same language as you in case of an emergency.
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차례
머릿말
각 과의 구성과 사용법
회화의 등장인물

1 과  처음 뵙겠습니다 .
2 과  근처 슈퍼에서
3 과  가족과 저녁식사
4 과  어머님 . 전화요 .
5 과  매장은 어디예요 ?
6 과  교통수단 이용하기 .
7 과  감기에 걸렸어요 .
8 과  긴급사태　　　　
9 과  쓰레기 당번
10 과 지진입니다 !
　　　　
해설　　 ( 영어 , 중국어 , 한국어 )
권말　　히라가나・가타카나 오십음도 .
　　　　조수사표 ( 일본어 , 영어 )
　　　　동사의 활용표 ( 일어 , 영어 , 한국어 )
　　　　부록 : 현금 자동 지급기 조작 가이드
　　　　단어 색인
　　　　참고 문헌
　　　　협력해 주신 분들

이와테 「생활」일본어 회화의 등장 인물
주인공　　：梅香 ( 메이카 ) 중국 하남성 산몬쿄 출신 . 결혼해서 기타카미에 온 30 세여성
남편　　　：高橋吾郎 ( 다카하시 고로오 ) 기타카미 제조업 회사원 ,  농가의 장남 , 48 세
시아버지　：高橋和夫 ( 다카하시 카즈오 ) 농부 , 기타카미에서 출생하여 자람 . 73 세
시어머니　：高橋ハツエ ( 다카하시 하쯔에 ) 주부 .  밭일을 함 . 하나마키출신 . 70 세
이웃아주머니：佐藤博子 ( 사토 히로코 )　지역주민회 역원 , 하쯔에의 친구
　　　　　　　삼 대가 함께 사는 6 인 가족 ,  손자 2 명 ,  65 세

1 과  처음 뵙겠습니다 .
히로코 ：　안녕하세요 ?                 〈 하쯔에 : ( 집안에서 ) 네 .〉
하쯔에 ：　어서 오세요 .
　　　 　　들어오세요 .
　　 　　이쪽은 우리 며느리 메이카예요 .
메이카 ：　안녕하세요 ?
 　　처음 뵙겠습니다 .  메이카입니다 .
히로코 ：　어디서 왔어요 ?
메이카 ：　중국 산몬쿄요 .
히로코 ：　산몬쿄라는 곳이 어디예요 ?
하쯔에 ：　기타카미의 친선도시예요 .
 　　북경에서 비행기와 신칸센으로 네시간 정도 걸린대요 .
히로코 ：　아 , 그래요 .  그렇게 먼곳에서…
 　　잘 왔어요 .
 　　앞으로 잘 부탁해요 .
메이카 ：　잘 부탁드립니다 .
 　　차 드세요 .

 2 과　　근처 슈퍼에서
하쯔에 ：　오늘 저녁 뭘 먹지 ?
메이카 ：　음…
하쯔에 ：　카레라이스로 할까 ?
메이카 ：　네 .  뭘 살까요 ?
하쯔에 ：　감자 , 양파 , 당근 , 돼지 고기 , 카레루 (*1) ……
메이카 ：　감자 , 당근…
하쯔에 ：　거기에다 후쿠진즈케 (*2) 랑 락쿄 (*3) 도 ……
메이카 ：　그게 뭐예요 ?
하쯔에 ：　쯔케모노 (*4) 야 .
  *1　고체 카레 , 일본 가정에서는 가루형태보다 더 일반적으로 사용해요 . 
  *2　카레에 곁들여 먹는 쯔케모노 . 
　　  무 , 당근 , 연근등 일곱가지 야채를 간장양념장에 절여 만들어요 .  
  *3　식초로 절인 장아찌 . 마늘과 크기와 모양이 비슷하고 카레에 곁들여 먹어요 .
  *4　각종 채소 장아찌 .  단무지도 여기에 속하죠 .

3 과　　가족과 저녁 식사
메이카 ：　이건 뭐예요 ?
하쯔에 ：　밧케미소 (*1) 야 .
고로오 ：　내가 오늘 아침에 캐온 밧케지 .
메이카 ：　맛있어요 .
고로오 ：　그래 ?   다음에 같이 캐러 갈까 ?　
카즈오 ：　내일 아침 공원 청소하는 날이니까 그 후에 다같이 가자 .
메이카 ：　청소하는 날요 ?
카즈오 ：　공원에서 풀 뽑는거 말야 .
메이카 ：　아 , 그래요 .
 *1　머위의 어린 꽃줄기를 데쳐 으깬 다음 된장에 양념을 넣어 볶은 일본 된장 .
　　 밧케는 머위의 어린 꽃줄기를 사투리로 부르는 말이예요 . 
　　 표준어는 ふきのとう ( 蕗の薹 )랍니다 .

과 장소 학습내용 학습목표 체험 활동・에티켓 학습성과

1 집 인사

가족 이외의 사람과 이야기
할 수 있다
간단한 자기 소개 하기
손님 이야기 듣기

일본 차 준비하는 법 배우기
자시키에서는 슬리퍼를
벗는다
가정에서의 매너를 배운다

방문한 손님에게 차 대접한다

2 슈퍼 시어머니와 장보기 질문하는 법을 배운다
야채등의 이름을 기억한다 카레 라이스 만들기 조리용어 학습

슈퍼의 광고지를 본다

3 집 가족과 저녁식사
맞장구 표현을 배운다
내일의 예정을 말할 수 있다
동사「とる」의 용법

미소시루 만들기
산나물 캐기

조미료의 차이를 안다
청소 활동등 지역 행사의 규칙을 안다 

4 집 전화 바꿔주기 간단하게 전화를 받을 수 있다
의향형의「うち」와「そと」의 용법 덴뿌라 만들기 가전 제품 사용법 익히기

사람 초대하기 

5 백화점 직원과 대화 숫자 , 가격 , 색 , 지시어를 배운다 혼자서 백화점 가기
선물 사기

정중어를 듣는다
좋고 싫음등 기호를 말할 수 있다

6 버스 , 역 가는 곳을 묻기 역원 또는 차내 안내방송 듣기 공공 교통수단 이용하기
표 사기

혼자서 공공 교통 수단을 이용할 수
있다 .
가이드 북을 보며 지명과 역명 학습

7 병원 감기에 걸리면
병의 증상을 전한다
보험증 , 문진표 , 진찰권의 의미
알기

클리닉과 종합병원의 차이
약국 또는 병원 접수창구에
가기

병원 이용 방법
몸의 부위 , 질병등의 용어 학습
문진표를 적는 법을 알 수 있다

8 집 구급차 부르기 갑작스런 부상자에 대처한다 가족 간병 침착하게 구급차를 의뢰한다 .

9 집 근처 쓰레기 배출방법 쓰레기 분리및 배출방법 쓰레기 당번하기 쓰레기 배출 포스터 보는 법을 배운다
이웃과 원할한 의사소통을 한다

10 집 긴급사태 지진이 일어나면 어떻게 할까 ?
가족과 이야기 나누기

지역주민회 행사에 참여하기
지역 주민과 교자 만들기

지역 서클 활동에 가입한다
친구를 사귄다
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4 과　어머님 , 전화요 .
ＡＭ　10:00
따르릉～
메이카 ：　네 , 다카하시입니다 .
히로코 ：　하쯔에 있니 ?
메이카 ：　네 , 잠시만 기다리세요 .

하쯔에 ：　히로코가 5 시에 온다고 하네 .
메이카 ：　네 , 알겠어요 .

ＰＭ　5:00
히로코 ：　안녕하세요 ?　이거 아침에 캐 온 산나물이야 . 튀김해 먹으면 맛있어 .
메이카 ：　와～　이렇게나 많이요 ?  감사해요 .  같이 만들어 먹어요 ..

5 과　매장은 어디예요 ?
메이카　：　저기…. 넥타이 매장은 어디예요 ?
안　내　：　3 층입니다 .
메이카 ：　3 층요 . 감사합니다 .

3 층입니다 .
매장직원　：　어서오세요 . 선물이세요 ?
메이카　　：　네 , 남편 생일선물로 줄 거예요 .
매장직원　 ：　연령대가 어느 정도 되세요 ?
메이카　　：　40 대요 .
매장직원　 ：　남편 분은 무슨 색을 좋아하시나요 ?
메이카　　：　녹색하고 파란색을 좋아해요 .
매장직원　：　이건 어떠세요 ? 
메이카　　：　좋아요 .  얼마예요 ?
매장직원　：　이건 8,000 엔이고 ,  이건 7,000 엔입니다 .
메이카　　：　음… 좀 비싸네요 .
매장직원　：　저건 어떠세요 ?  3,500 엔입니다 .
메이카　　：　저 넥타이 주세요 .
매장직원　：　알겠습니다 .  리본을 달까요 ?
메이카　　：　네 , 그렇게 해 주세요 .

6 과　교통수단 이용하기　《버스 , 전차 , 택시》
역에 가기（버스）
메이카　：　이 버스 기타카미 역에 가요 ?
운전수　：　네 , 갑니다 .
　　　　　　세이리켄 (*1) 을 뽑으세요 .

운전수　：　기타카미 역입니다 .
　　　　　　승차해주셔서 감사합니다 .　

집으로 돌아오기（전차）
역내 안내방송：잠시 후 1 번 플랫폼에서 요코테행 전차가 발차합니다 .
*1　整理券（せいりけん）- 요금 계산을 위해 타면서 뽑는 종이예요 . 
　　각 정거장 고유의 번호가 적혀 있어 요금을 계산하게 되지요 .
　　일본의 시내버스는 보통 뒷문으로 타면서 세이리켄을 뽑고 ,
　　앞문으로 내리면서 요금을 내요 . 

7 과　감기에 걸렸어요 .
접수원　：　어디가 편찮으세요 ?
메이카　：　기침이 나요 .
접수원　：　이 곳은 처음이세요 ?
메이카　：　네 .
접수원　：　보험증은 갖고 계세요 ?
메이카　：　네 .
접수원　：　이 용지에 기입해주세요 .　
　　　　　　( 손가락을 가리키며 설명한다 .) 이름 , 주소 , 전화번호 , 생년월일
메이카　：　네 , 알겠습니다 .

（용지에 적어서 제출한다 .）
접수원　：　체온을 재고 거기서 기다리세요 .

간호원 ：　다카하시 메이카씨 . 
메이카 ：　네

〈진찰실〉
의 사 ：　어디가 불편하세요 ?
메이카 ：　기침이 나요 .
의 사 ：　언제부터지요 ?
메이카 ：　어제 밤부터요 .
의 사 ：　열이 있네요 .  목을 보여 주세요 .　
　　　　　　빨갛군요 . 토할 것 같거나 설사하거나 하나요 ?　
메이카 ：　아니오 .
의 사 ：　배를 보여 주세요 . 네 , 등도……　
　　　　　　감기시네요 . 약을 지어드릴테니 수분 섭취를 하고 푹 쉬세요 .
메이카 ：　감사합니다 .

제 8 과 긴급 사태
가즈오 ：　으악ーーー！
하쯔에 ：　어머나！　무슨 일이야 ?　너희 아버지 소리 아니니 ? ( 밖으로 나간다 .)

메이카 ：　이런 ,  큰일 났어요 .  아버님이 큰일이에요 .
하쯔에 ：　여보 , 괜찮아요 ?  움직일 수 있어요 ?
가즈오 ：　아아 , 아파 !  허리가 아파서 어떻게 할 수가 없어 .
하쯔에 ：　빨리  구급차를 불러라 .（메이카가 전화를 한다 .）

소방대원：　기타카미 소방서입니다 .　화재입니까 ?  구급차입니까 ? 
메이카 ： 　여보세요 . 구급차 부탁합니다 .  얼른 와 주세요 .
구급대원： 　무슨 일이세요 ?
메이카 ：　아버님이 지붕에서 떨어지셨어요 .
구급대원：　의식은 있습니까 ?　
메이카　：　의식 ?　
구급대원：　말을 할 수 있습니까 ?
메이카　：　네 .  할 수 있어요 .
구급대원：　장소는 어디입니까 ?　
메이카　：　기타카미시 와가쵸 요코가와메 1-1 이에요 .
구급대원：　성함을 말해주세요 .

제 9 과　쓰레기 당번
메이카　：　안녕하세요 ?
히로코　：　안녕하세요 ?
메아카　：　이건 재활용이에요 ?  아니면 타지 않는 쓰레기예요 ?
히로코　：　음 , 망가진 간이 화분이네 .  플라스틱이니까 타지 않는 쓰레기야 .  
　　　　　　오늘은 세째 금요일이니까 타지 않는 쓰레기 버리는 날이네 .  
　　　　　　그러니까 이 녹색 봉투에 넣어서 거 버려 .
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메이카　：　거 버리라구요 ?
히로코　：　아ー ,　그렇구나 .  거기에 버리라는 말이야 .
메이카　：　네 , 여기요 ?
히로코　：　그래 , 거기 헛간 안이 타지 않는 쓰레기 두는 곳이야 .
메이카　：　플라스틱이라도 식품 용기는 재활용 쓰레기이지요 ?
히로코　：　그렇지 .  이 초록색 네트에 넣는 거야 .
메이카　：　저 파란색 네트는 페트 병을 넣는 것이고 ....
히로코　：　잘 기억하고 있네 .  쓰레기 분리 배출법이 적혀 있는 책을 잘 보고 기억하는 거야 .
　　　　　　나도 가끔 잘 모르겠어서 보곤 해 .
메이카　：　그래요 ?  앞으로도 가르쳐 주세요 .
히로코　：　자 8 시가 되었네 .  이제 당번 끝났네 .　수고했어 .
메이카　：　수고하셨어요 .

제 10 과 지진입니다 !
 (TV 아나운서 )
오늘 오후 3 시 반 토오카이지방 (*1) 에서 다소 강한 지진이 있었습니다 .  
진원지는 시즈오카현 오마에자키시 남동 50km 해상이었으며 ,
지진 규모를 나타내는 단위 , 마그니튜드는 5.4 로 측정되었습니다 .
각지의 진도는 다음과 같습니다 . 또한 이 지진으로 인한 쓰나미의 염려는 없습니다 .
가즈오　：　요즘 지진이 잦지 ?
고로오　：　그러네요 .  조심해야겠어요 .
메이카　：　일본은 지진이 많은가요 ?
고로오　：　응 , 많지 .
메이카　：　지진이 일어나면 어떻게 하면 돼요 ?
가즈오　：　책상 밑에 숨으라 .
하쯔에　：　먼저 가스 불을 꺼야지 .  가스 밸브를 잠그고 .
고로오　：　그리고 출구가 되는 문을 열어 .
메이카　：　잘 할 수 있을까 ?
가즈오　：　가족 모두가 집에 있을 때는 괜찮지만 언제 일어날지 모르니까 ....
하쯔에　：　만약에 메이카가 혼자 있을 때 무슨 일이 있으면 고민칸 (*2) 에 가거라 .
가즈오　：　그렇네 . 막상 일이 일어나는 때를 대비해 장소를 정해두면 안심이겠네 .
 *1  東海地方은 혼슈 중앙부의 태평양쪽 지방 . 기후현 , 아이치현 , 시즈오카현 , 미에현등이 있다 .
 *2  동네 , 지역마다 있는 주민 회관 . 우리나라의 동이나 구에 해당되는 지역마다 배치되어 있어요 .

  에티켓과 매너　 일본어 강사는 문화의 차이도 지도합니다 .

〈 1 과 〉
* 현관에서 신발을 벗습니다 .
* 신발을 가지런히 정리합니다 .
* 다타미 위에서는 슬리퍼를 신지 않습니다 .
* 화장실용 슬리퍼와 복도용 슬리퍼는 구별해서 신습니다 .
* 손님이 앉는 위치 ( 도코노 마를 등지고 앉음 ) 를 기억해 둡니다 .
* 일본 차를 준비하는 법을 익혀둡니다 .
( 특히 , 중국 차와는 다릅니다 .)
* 상대방의 이름에 さん을 붙입니다 .( 자기 이름에는 붙이지 않습니다 .)
* 다타미 방에 앉는 방법 ( 정좌하는 법 , 방석을 사용하는 법 )
* 욕조 사용법을 익힙니다 . 비누칠은 욕조 안의 물 속에서는 하지 않습니다 .
욕조 밖에서 몸을 씻고 나서 욕조 안에 받아 놓은 물에 들어갑니다 .
수건은 욕조 안의 물에는 넣지 않습니다 . 욕조의 물은 다음 사람도 사용하므로 바로 버리지 않습니다 .

〈 2 과 〉
* 개인용 장바구니를 가지고 장보러 갑니다 .
* 계산대에서는 차례로 줄을 섭니다 .

〈 3 과 〉
* 맞장구를 치면 대화가 이어집니다 .
* 산나물이나 버섯캐기는 혼자 가지 않습니다 .

〈 4 과 〉
* 전화 받는 방법을 익힙니다 .( 정중한 표현을 사용합니다 .)
* 덴뿌라등의 튀김을 하는 도중에는 가스 불을 끄고 나서 전화를 받습니다 .

〈 5 과 〉
* 백화점에서는 가격 흥정을 하지 않습니다 .

〈 6 과 〉
* 버스를 탈 때는 동전을 준비합니다 .
* 버스에서 내릴 때는 사전에 벨을 눌러 알려야 합니다 .
* 버스 등의 공공 교통수단에서는 휴대전화를 사용하지 않도록 합니다 .
* 우대석은 필요한 사람을 위해 비워 둡니다 .
* 전차의 문은 벨을 눌러야 합니다 . 

〈 7 과 〉
* 기침이 날 때는 마스크를 착용합니다 .

〈 8 과 〉
* 긴급 전화 번호를 기억합니다 . - 경찰서 < 110 >.  소방서 , 구급차 〈 119 〉

〈 9 과 〉 
* 쓰레기 분리 배출 방법은 지역에 따라 규칙이 다르므로 알맞게 익혀둡니다 .
* 배출 요일과 시간을 지킵니다 .
* 이웃 사람들과 인사를 합니다 .

〈 10 과 〉
* 불 조 심
* 대피소를 기억해 둡니다 .
* 긴급시는 서로 돕는 것이 중요하므로 평소부터 이웃 및 지역 주민들과 가까운 관계를 갖고 , 친구 또는 인맥을 만들어 두는 것이 
필요합니다 .
* 모국어가 같은 사람들과 가깝게 지내두는 것이 긴급시에 도움이 됩니다 . 
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第 3 课　　一家人　吃晚饭

第 4 课　　妈妈、是您的电话

第 5 课　　请问，专卖柜台在哪儿 ?

第 6 课　　乘　车

第 7 课　　感　冒　了

第 8 课　　发生紧急情况

第 9 课　　倒　垃　圾　( 值　日 )

第 10 课　 发生地震了！

多种语言解说 ( 英语·韩语·中国语 )

巻末　　平假名·片假名五十音图表、

　　　　助数词表 ( 日语·英语 )

　　　　各课的动词活用表 ( 日语·英语·韩语 )

　　　　附录 ：银行 ATM 操作指南

　　　　索　引

　　　　参考文献

　　　　给予大力支持的人员

各课的构成

岩手生活日语
会话中的　登场人物

主人公　 ：　梅　香　　　来自中国河南省三门峡市的新娘、30 岁

丈夫　　 ：　高桥吾郎　　在北上市一家制造公司上班。农家的长男、48 岁

公公　　 ：　高桥和夫　　务农、北上出生，北上长大、73 岁

婆婆　　 ：　高桥哈枝叶　家庭主妇兼种菜、花巻市出生、70 岁

邻居婶婶 ：　佐藤博子　　居委会干部、哈枝叶的朋友、三代 6 口人、有 2 名孙子、65 岁。

一课　　初次见面

博子　　:　你　好 !　 　　　　　　　　　　　< 哈枝叶在屋里回答 :　唉，是谁啊 ?>

哈枝叶　:　你来啦，进屋坐吧。请 !

　　　　　 这位是我的儿媳妇　梅香。

梅香　　:　您好。初次见面，我叫梅香。

博子　　:　你从哪儿来 ?

梅香　　:　我是从中国　三门峡市来的。

博子　　:　三门峡在哪儿呀 ?

哈枝叶　:　三门峡市与北上市是友好城市。　从北京乘飞机，再转乘高铁，4 个小时就到了。

博子　　:　是吗 ?　真够远的。　一路上辛苦了。　请多关照。

梅香　　:　请多关照。　请您用茶。

二课　在附近的超市里

【店内广播 :　好消息 ! 好消息 !　鸡蛋廉价销售，一盒 100 日元】

哈枝叶　:　今天晚上，做什么菜吃呢 ?

梅香　　:　嗯···

哈枝叶　:　做咖哩饭，怎么样 ?

梅香　　:　可以呀。都买些什么 ?

哈枝叶　:　土豆，洋葱，胡萝卜，猪肉，咖哩块儿···

梅香　　:　好的。土豆，洋葱，···

哈枝叶　:　还要买　「福神八宝菜」和「薤酱菜」···

梅香　　:　那是什么呀 ?

哈枝叶　:　就是咸菜。

三课　　一家人　吃晚饭

梅香　　:　这是什么 ?

哈枝叶　:　蜂斗酱菜。

吾郎　　:　就是今天早上，我采来的蜂斗菜。

梅香　　:　真好吃 !

吾郎　　:　是吗 ? 下次我们一起去采摘吧。

和夫　　:　明天是公园清扫日，早上清扫结束后，大家一起去采摘吧。

梅香　　:　什么「清扫日 ?」

和夫　　:　就是去公园，除草。

梅香　　:　啊，是吗 !

课 场面 学习内容 学习目标 活动体验·礼节 学习成果

1 自己家 打招呼

与家人以外的其他人，进行对话

能做简单的自我介绍

听懂　来客说话的内容

学会　泡茶方法

座敷房间，不可穿拖鞋进入

学习和掌握　家庭中的规矩

向来客献茶

2 超　市 和婆婆去购物

学习怎样进行提问

学习各种蔬菜的名称

学习指示词的用法

做咖哩饭
学习厨房用具的名称

看超市广告纸

3 自己家 一家人吃晚饭

随声附和　表现

能说出　明天的打算

动词「とる」之用法

做酱汤

采山菜

了解调料

了解清扫等居民区活动的规则

4 自己家 接电话
学会　接简单的电话

意向形「うち」和「そと」之用法
做油炸菜

学会家电产品的用法

约人

5 百货商店 与售货员对话 学习数字、价格、颜色、指示词
一个人去百货商店

买礼物

听　敬语表现

能说出喜欢·不喜欢的语句

6 巴士、车站 问　去哪儿 ? 听清楚列车员的告知·车内播音
上，下公交车

购买车票之方法

一个人　可以利用公交车

看城市地图、掌握地名及车站名

称

7 医　院 感冒了，怎么办 ?
说出病情，症状

关于「保险证、问诊表、诊察券」

医院与个人诊疗所之间的区别

亲自去药局·医院挂号

学习怎样去医院　看病

掌握身体各部位、生病用语

问诊表的填写方法

8 自己家 呼叫 救护车 突然，受伤时 家人的护理 冷静情绪后，叫救护车

9 自己家附近 倒垃圾 ( 值日 ) 掌握垃圾分别之方法 垃圾日　值班
学习和掌握「分别垃圾识图表」

圆滑地与邻居们沟通·交流

10 自己家 发生紧急情况
发生了地震，怎么办 ?

家人之间商量，讨论
参加　居民区组织的活动

参加公民馆活动

交朋友
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四课　　妈妈，是您的电话。

AM　　10:00

嘀铃铃···电话铃响了。

梅香　　:　喂，你好。是高桥家。

博子　　:　哈枝叶在家吗 ?

梅香　　:　在家，请您稍等。

哈枝叶　:　博子婶婶说，下午 5 点来咱家。

梅香　　:　是吗，知道了。

PM　　5:00

博子　　:　晚上好 !　　　　　　　　　　　　　<　梅香　　:　唉，来了 !　>

　　　　　 这是今天一大早采来的山菜。　油炸山菜，很好吃的。

梅香　　:　哟，这么多 !　谢谢您。　我们一起吃吧 !

五课　　请问，专卖柜台在哪儿 ?

【店内广播 :】

< 广播找人 :　迷路孩子在找家长。男孩儿，三岁左右，身穿红色外套，牛子裤···>　　

梅香　　:　请问，领带专卖柜台在哪儿 ?

服务员　:　在三楼。

梅香　　:　在三楼呀，谢谢你。

乘电梯往楼上　　<　三楼到了，请　>　

售货员　:　欢迎光临。您买　赠送礼品吗 ?

梅香　　:　是的。送给爱人的生日礼物。

售货员　:　您爱人多大年龄 ?

梅香　　:　40 多岁。

售货员　:　您爱人喜欢什么颜色 ?

梅香　　:　他喜欢绿色和蓝色。

售货员　:　您看，这条怎么样 ?

梅香　　:　啊，挺好的。多少钱 ?

售货员　:　这条是 8000 日元，这条是 7000 日元。

梅香　　:　嗯，有点儿贵啊 !

售货员　:　您看，那条怎么样 ?　那条是 3500 日元。

梅香　　:　就买那条吧。

售货员　:　好的。　打彩带结吗 ?

梅香　　:　要的，拜托你了。

六课　　乘　车　《乘巴士·电车·出租车》

前往北上　( 乘巴士 )

梅香　　:　去北上车站吗 ?

司机　　:　对 ( 去的 )，请您取出「整理券」。

司机　　:　 北上车站，到了。　谢谢您乘坐我们的巴士。

回横川目　( 乘电车 )

车站广播　:　前往横手方面的旅客，请到一号站台乘车。　马上就要开车了。

七课　　感冒了

在个人诊疗所

挂号处　:　您　怎么了 ?

梅香　　:　我有点儿　咳嗽。

挂号处　:　您是第一次来这儿吗 ?

梅香　　:　是　的。

挂号处　:　您　带保险证了吗 ?

梅香　　:　带来了。

挂号处　:　请填写这张格式表。　( 一边用手指着说 )　请填写姓名，住址，电话号码，出生日等。

( 填好格式表，交给挂号处 )

挂号处　:　请您测体温后，在那儿等候。

〈护士呼叫 :　高桥梅香 --　　　　　　梅香回答 :　到〉

在就诊室

医生　　:　您　怎么了 ?

梅香　　:　我有点儿　咳嗽。

医生　　:　从什么时候开始的 ?

梅香　　:　从昨天晚上。

医生　　:　您在发烧啊。看看你的喉咙吧。　哟，都红了。有呕吐，腹泻症状吗 ?

梅香　　:　没有。

医生　　:　检查一下腹部吧。然后，后背也检查一下。　

　　　　　 是感冒啊。给您开点药，多喝水，休息休息吧。

梅香　　:　谢谢医生。

八课　　发生紧急情况

和夫　　:　啊－――!　( 发出惊叫 )

哈枝叶　:　哎 !　怎么了 ?　是不是你爸爸的叫喊声啊 ?　( 到外面去 )

梅香　　:　是爸爸 !　不得了啦 !　爸爸出事了。

哈枝叶　:　老伴儿，怎么了 ?　能不能动 ?

和夫　　:　哎呀 !　痛死我了。腰很痛 !　动弹不了。

哈枝叶　:　快叫救护车 !　( 梅香打电话，叫救护车 )

消防队　:　这里是北上消防队。是火灾吗 ?　还是要急救 ?

梅香　　:　喂，喂，是急救。请马上派救护车，拜托了。

消防队　:　请问，怎么了 ?

梅香　　:　我公公，从房顶摔下来了。

消防队　:　神志清醒吗 ?

梅香　　:　いしき。

消防队　:　他能说话吗 ?

梅香　　:　能，能说的。

消防队　:　请问，你家住哪里 ?

梅香　　:　北上市和贺町横川目 1—1。

消防队　:　请问，你叫什么名字 ?
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九课　　倒垃圾　( 值日 )

梅香　　:　早　上　好 !

博子　　:　早　上　好 !

梅香　　:　请问，这个属于资源垃圾呢，还是「不燃」垃圾呢 ?

博子　　:　嗯，搞坏了的花盆呀。它是塑料制的，属于「不燃」垃圾。今天是第三个星期五。

　　　　　正好是「不燃」垃圾收集日，你把它装进绿色垃圾袋后，放那儿吧。

梅香　　:　「そこさ　なげる ?」

博子　　:　啊，对。放那里就行。

梅香　　:　知道了。放这里吗 ?

博子　　:　是的。那棚子是专门放「不燃」垃圾的。

梅香　　:　同样塑料制的，可是有的也属于资源垃圾。对吧 ?

博子　　:　是的。资源垃圾，要装入黄色网袋里。

梅香　　:　那个绿色网袋，专门收集饮料瓶，是吧 ?

博子　　:　你记得还挺不错呀 !　要经常看「垃圾分类手册」，记住才行啊。

　　　　　 我也有时搞不清，就再看看。

梅香　　:　是吗 ?　今后还请多多指教。

博子　　:　哎呀，都八点了。垃圾值日，到此结束。辛苦了。

梅香　　:　您也辛苦了。

十课　　发生地震了 !

( 电视播音员 ) 今天下午 3 点半左右，东海地方发生较强地震。震源在静冈县，御前崎市南东方向 50 公里处的海上，推测地震规

膜为 5.4 级。另外，这次的地震，没有引发海啸之危险。

和夫　　:　最近，经常发生地震啊。

吾郎　　:　是啊，是啊 !　要多加小心啊。

梅香　　:　日本，经常发生地震吗 ?

吾郎　　:　对，地震较频。

梅香　　:　那，如果发生了地震，我应该怎么办 ? 

和夫　　:　当然，躲在桌子下面，比较安全。

哈枝叶　:　先把火熄灭。然后，关掉煤气总阀。

吾郎　　:　还要把出入门　开着。

梅香　　:　我能做好吗 ?

和夫　　:　全家人都在家时，还没什么。只是谁也不知道，地震啥时会发生啊 !

哈枝叶　:　梅香一个人在家时，如果发生了异常，就往公民馆去吧。

和夫　　:　对呀，一旦发生紧急时，决定一个去处，我们也放心啊 !

向日语指导员学习本国文化与日本文化之区别。

一课

*　进屋，在玄关要拖鞋。( 穿鞋 )

*　拖鞋后，要摆整齐。

*　进榻榻密间，禁止穿鞋。

*　在走廊穿的拖鞋，与卫生间里的拖鞋是不一样的。

*　学习和掌握「客人座位」的方向及位置。( 背向　床间 )

*　学习和掌握　泡茶方式。( 特别是与中国的泡茶方式不同 )

*　称呼对方时，名字后加「さん」( 自己名字后，不需要 )

*　榻榻密间的入坐方式 ( 端坐式，坐垫式 )

*　浴室的使用。正确掌握入浴方法。　先将身体大致冲洗一下，然后进浴盆中泡身。

在浴盆中泡身时，不可以使用香皂。毛巾也不要放入浴盆中。

入浴结束了，也不要放水。因为其他人还要接着使用。

二课

*　去购物时，尽量携带「手提布袋」

*　收银台处，要排队。先后有序。

三课

*　学会「打邦腔」，能展开谈话。

*　不要一个人去采摘山菜或蘑菇。

四课

*　学会 < 打电话·接电话 >　( 敬语的使用方法 )

*　做油炸料理途中，尽量不打电话或接电话。闭火后，接电话。

五课

*　百货商店，不可以讲价。

六课

*　乘巴士之前，尽量准备零钱。

*　按「蜂鸣器」告知司机，自己要下车。

*　利用公共交通时，尽量不使用手机。

*　「优先座位」是为优先人员准备的。不可以随意坐。

*　上，下电车时，自己要开关车门。

七课

*　感冒咳嗽时，尽量戴口罩。

八课

*　学会拨打紧急时的　电话号码。报警时，拨打　<110>。火警·急救时，拨打 <119>。

九课

*　地区之间，垃圾的分类有异。要正确掌握「倒垃圾」的规则。

*　必须遵守「倒垃圾」的日期·时间。

*　邻居之间，要打招呼。

十课

*　小心火烛。

*　了解一下「避难所」的位置在哪儿。

*　紧急情况发生时，居民之间，要团结友爱·互相帮助·齐心协力，克服困难，这非常重要。

*　紧急情况发生时，同国人，同乡人之间的母语交流，也很有必要。
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びゃ bya びゅ byu びょ byo

ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

ビャ bya ビュ byu ビョ byo

ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

あ a い i う u え e お o

か ka き ki く ku け ke こ ko

さ sa し shi す su せ se そ so

た ta ち chi つ tsu て te と to

な na に ni ぬ nu ね ne の no

は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho

ま ma み mi む mu め me も mo

や ya ゆ yu よ yo

ら ra り ri る ru れ re ろ ro

わ wa を wo

ん n

ア a イ i ウ u エ e オ o

カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko

サ sa シ shi ス su セ se ソ so

タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to

ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no

ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho

マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo

ヤ ya ユ yu ヨ yo

ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro

ワ wa ヲ wo

ン n

きゃ kya きゅ kyu きょ kyo

しゃ sha しゅ shu しょ sho

ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho

にゃ nya にゅ nyu にょ nyo

ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo

みゃ mya みゅ myu みょ myo

りゃ rya りゅ ryu りょ ryo

キャ kya キュ kyu キョ kyo

シャ sha シュ shu ショ sho

チャ cha チュ chu チョ cho

ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo

ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo

ミャ mya ミュ myu ミョ myo

リャ rya リュ ryu リョ ryo

ひらがな カタカナ

が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go

ざ za じ ji ず zu ぜ ze ぞ zo

だ da ぢ ji づ zu で de ど do

ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo

ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po

ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go

ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo

ダ da ヂ ji ヅ zu デ de ド do

バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo

パ pa ピ pi プ pu ぺ pe ポ po

ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo

じゃ ja じゅ ju じょ jo

ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo

ジャ ja ジュ ju ジョ jo

巻 末
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助数詞（じょすうし）

いっこ　一個 ひとつ　一つ ひとり　1人
〜　にん

いっかい　一階
かい、がい

1 いっ - こ ひと - つ ひと - り いっ - かい

2 に - こ ふた - つ ふた - り に - かい

3 さん - こ みっ - つ さん - にん さん -がい

4 よん - こ よっ - つ よ - にん よん -かい

5 ご - こ いつ - つ ご - にん ご - かい

6 ろっ - こ むっ - つ ろく - にん ろっ -かい

7 なな - こ なな - つ しち -にん　なな -にん なな - かい

8 はっ - こ やっ - つ はち - にん はっ -かい

9 きゅう -こ ここの -つ きゅう -にん きゅう -かい

10 じゅっ - こ とお じゅう -にん じゅっ -かい

？ なんこ いくつ なんにん なんかい　なんがい

いっかい　一回 いちまい　一枚 いちばん　一番 いちだい　一台

1 いっ - かい いち -まい いち -ばん いち -だい

2 に - かい に - まい に - ばん に - だい

3 さん - かい さん -まい さん -ばん さん -だい

4 よん - かい よん -まい よん -ばん よん -だい…………………

5 ご - かい ご - まい ご - ばん ご - だい

6 ろっ - かい ろく -まい ろく -ばん ろく -だい

7 なな - かい なな -まい　しち -まい なな -ばん　しち -ばん なな -だい　しち -だい

8 はっ - かい はち -まい はち -ばん はち -だい

9 きゅう -かい きゅう -まい きゅう -ばん きゅう -だい

10 じゅっ - かい じゅう -まい じゅう -ばん じゅう -だい

？ なんかい なんまい なんばん なんだい

いっぽん　一本
ぽん、ほん、ぼん

いっぱい　一杯
ぱい、はい、ばい

いっぴき　一匹
ぴき、ひき、びき

いっけん　一軒
けん、げん

1 いっ - ぽん いっ -ぱい いっ -ぴき いっ -けん

2 に - ほん に - はい に - ひき に - けん

3 さん - ぼん さん -ばい さん -びき さん -げん

4 よん - ほん よん -はい よん -ひき よん -けん

5 ご - ほん ご - はい ご - ひき ご - けん

6 ろっ - ぽん ろっ -ぱい ろっ -ぴき ろっ -けん

7 なな - ほん なな -はい なな -ひき なな - けん

8 はっ - ぽん はっ -ぱい はっ -ぴき はっ -けん

9 きゅう -ほん きゅう -はい きゅう -ひき きゅう -けん

10 じゅっ - ぽん じゅっ -ぱい じゅっ -ぴき じゅっ -けん

？ なんぼん なんばい なんびき なんけん　なんげん

いっさい　一歳 いっさつ　一冊 いっそく　一足
そく、ぞく いっちゃく　一着

1 いっ - さい いっ -さつ いっ -そく いっ -ちゃく

2 に - さい に - さつ に - そく に - ちゃく

3 さん - さい さん -さつ さん -ぞく さん -ちゃく

4 よん - さい よん -さつ よん -そく よん -ちゃく

5 ご - さい ご - さつ ご - そく ご - ちゃく

6 ろく - さい ろく -さつ ろく -そく ろく -ちゃく

7 なな - さい なな -さつ なな -そく なな -ちゃく

8 はっ - さい はっ -さつ はっ -そく はっ -ちゃく

9 きゅう -さい きゅう -さつ きゅう -そく きゅう -ちゃく

10 じゅっ - さい じゅっ -さつ じゅっ -そく じゅっ -ちゃく

？ なんさい なんさつ なんぞく なんちゃく
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Small…Things Things　　Age People Floors…of…a…Building

いっこ　-…ko ひとつ　…-…tsu ひとり　-…ri いっかい　…-…kai…-…gai

1 i-kko hito-tsu hito-ri i-kkai

2 ni-ko futa-tsu futa-ri ni-kai

3 san-ko mi-ttsu san-nin san-gai…

4 yon-ko yo-ttsu yo-nin yon-kai

5 go-ko itsu-tsu go-nin go-kai

6 ro-kko mu-ttsu roku-nin ro-kkai

7 nana-ko nana-tsu shichi-nin nana-kai

8 ha-kko ya-ttsu hachi-nin ha-kkai

9 kyu-ko kokono-tsu kyu-nin kyu-kai

10 ju-kko too ju-nin ju-kkai

? nan-ko…? iku-tsu…? nan-nin? nan-gai…?
Frequency Thin…&…Flat…Things Numbers,…Order Machine…&…Vehicles

いっかい　-…kai いちまい　-…mai いちばん　-…ban いちだい　-…dai

1 i-kkai ichi-mai ichi-ban ichi-dai…

2 ni-kai ni-mai ni-ban ni-dai

3 san-kai san-mai san-ban san-dai

4 yon-kai yon-mai…yo-mai yon-ban yon-dai

5 go-kai go-mai go-ban go-dai

6 ro-kkai roku-mai roku-ban roku-dai…

7 nana-kai nana-mai nana-ban… nana-dai

8 ha-kkai hachi-mai hachi-ban hachi-dai

9 kyu-kai kyu-mai kyu-ban kyu-dai

10 ju-kkai ju-mai ju-ban ju-dai

? nan-kai…? nan-mai nan-ban? nan-dai?

Thin…&…Long…Things Drinks……in…Cups Small…Animals Houses

いっぽん
-…pon　-…hon　-…bon

いっぱい
-…pai　-…hai　-bai

いっぴき
-…piki　-…hiki　…-…biki

いっけん
-…ken　-…gen

1 i-ppon i-ppai i-ppiki i-kken

2 ni-hon ni-hai ni-hiki ni-ken

3 san-bon san-bai san-biki san-gen

4 yon-hon yon-hai yon-hiki yon-ken

5 go-hon go-hai go-hiki go-ken

6 ro-ppon ro-ppai ro-ppiki ro-kken

7 nana-hon nana-hai nana-hiki nana-ken

8 ha-ppon ha-ppai ha-ppiki ha-kken

9 kyu-hon kyu-hai kyu-hiki kyu-ken

10 ju-ppon ju-ppai ju-ppiki ju-kken

? nan-bon…? nan-bai…? nan-biki…? nan-gen…?
Age,…(…years…old) Books…&…Notebooks Socks…&…Shoes　 Clothes

いっさい　-…sai いっさつ　-…satsu いっそく
-…soku　-zoku いっちゃく　-chaku

1 i-ssai i-ssatsu i-ssoku i-cchaku

2 ni-sai ni-satsu ni-soku ni-chaku

3 san-sai san-satsu san-zoku san-chaku

4 yon-sai yon-satsu yon-soku yon-chaku

5 go-sai go-satsu go-soku go-chaku

6 roku-sai roku-satsu ro-soku roku-chaku

7 nana-sai nana-satsu nana-soku nana-chaku

8 ha-ssai ha-ssatsu ha-ssoku ha-cchaku

9 kyu-sai kyu-satsu kyu-soku kyu-chaku

10 ju-ssai ju-ssatsu ju-ssoku ju-cchaku

? nan-sai? nan-satsu nan-zoku…? nan-chaku?

Counter Suffixes
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動詞の活用
辞書形 ます形

肯定 否定 過去形 過去否定形 肯定 否定 過去形 過去否定形

1課

はいる はいらない はいった はいらなかった はいります はいりません はいりました はいりません
でした

あがる あがらない あがった あがらなかった あがります あがりません あがりました あがりません
でした

いく いかない いった いかなかった いきます いきません いきました いきません
でした

くる こない きた こなかった きます きません きました きません
でした

あるく あるかない あるいた あるかなかった あるきます あるきません あるきました あるきません
でした

はしる はしらない はしった はしらなかった はしります はしりません はしりました はしりません
でした

2課

かう かわない かった かわなかった かいます かいません かいました かいません
でした

つくる つくらない つくった つくらなかった つくります つくりません つくりました つくりません
でした

する しない した しなかった します しません しました しません
でした

みる みない みた みなかった みます みません みました みません
でした

3課 とる とらない とった とらなかった とります とりません とりました とりません
でした

4課

いる いない いた いなかった います いません いました いません
でした

たべる たべない たべた たべなかった たべます たべません たべました たべません
でした

りょうり
する

りょうり
しない

りょうり
した

りょうり
しなかった

りょうり
します

りょうり
しません

りょうり
しました

りょうり
しませんでした

5課

あげる あげない あげた あげなかった あげます あげません あげました あげません
でした

うる うらない うった うらなかった うります うりません うりました うりません
でした

きく きかない きいた きかなかった ききます ききません ききました ききません
でした

さわる さわらない さわった さわらなかった さわります さわりません さわりました さわりません
でした

辞書形 ます形

肯定 否定 過去形 過去否定形 肯定 否定 過去形 過去否定形

5課

おしえる おしえない おしえた おしえなかった おしえます おしえません おしえました おしえません
でした

こたえる こたえない こたえた こたえなかった こたえます こたえません こたえました こたえません
でした

つつむ つつまない つつんだ つつまなかった つつみます つつみません つつみました つつみません
でした

6課

はらう はらわない はらった はらわなかった はらいます はらいません はらいました はらいません
でした

のる のらない のった のらなかった のります のりません のりました のりません
でした

おりる おりない おりた おりなかった おります おりません おりました おりません
でした

でる でない でた でなかった でます でません でました でません
でした

あける あけない あけた あけなかった あけます あけません あけました あけません
でした

しめる しめない しめた しめなかった しめます しめません しめました しめません
でした

おす おさない おした おさなかった おします おしません おしました おしません
でした

7課

みせる みせない みせた みせなかった みせます みせません みせました みせません
でした

もつ もたない もった もたなかった もちます もちません もちました もちません
でした

ぬる ぬらない ぬった ぬらなかった ぬります ぬりません ぬりました ぬりません
でした

はる はらない はった はらなかった はります はりません はりました はりません
でした

さす ささない さした ささなかった さします さしません さしました さしません
でした

きる きない きた きなかった きます きません きました きません
でした

ぬぐ ぬがない ぬいだ ぬがなかった ぬぎます ぬぎません ぬぎました ぬぎません
でした

はく はかない はいた はかなかった はきます はきません はきました はきません
でした
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辞書形 ます形

肯定 否定 過去形 過去否定形 肯定 否定 過去形 過去否定形

8課

うごく うごかない うごいた うごかなかった うごきます うごきません うごきました うごきません
でした

よぶ よばない よんだ よばなかった よびます よびません よびました よびません
でした

でんわ
する

でんわ
しない

でんわ
した

でんわ
しなかった

でんわ
します

でんわ
しません

でんわ
しました

でんわしません
でした

おちる おちない おちた おちなかった おちます おちません おちました おちません
でした

ころぶ ころばない ころんだ ころばなかった ころびます ころびません ころびました ころびません
でした

ぶつける ぶつけない ぶつけた ぶつけなかった ぶつけます ぶつけません ぶつけました ぶつけません
でした

おぼれる おぼれない おぼれた おぼれなかった おぼれます おぼれません おぼれました おぼれません
でした

きる きらない きった きらなかった きります きりません きりました きりません
でした

うつ うたない うった うたなかった うちます うちません うちました うちません
でした

ねる ねない ねた ねなかった ねます ねません ねました ねません
でした

おる おらない おった おらなかった おります おりません おりました おりません
でした

9課

もえる もえない もえた もえなかった もえます もえません もえました もえません
でした

なげる なげない なげた なげなかった なげます なげません なげました なげません
でした

すてる すてない すてた すてなかった すてます すてません すてました すてません
でした

おく おかない おいた おかなかった おきます おきません おきました おきません
でした

おぼえる おぼえない おぼえた おぼえなかった おぼえます おぼえません おぼえました おぼえません
でした

わける わけない わけた わけなかった わけます わけません わけました わけません
でした

しばる しばらない しばった しばらなかった しばります しばりません しばりました しばりません
でした

辞書形 ます形

肯定 否定 過去形 過去否定形 肯定 否定 過去形 過去否定形

9課

だす ださない だした ださなかった だします だしません だしました だしません
でした

わかる わからない わかった わからなかった わかります わかりません わかりました わかりません
でした

おわる おわらない おわった おわらなかった おわります おわりません おわりました おわりません
でした

10課

かくれる かくれない かくれた かくれなかった かくれます かくれません かくれました かくれません
でした

けす けさない けした けさなかった けします けしません けしました けしません
でした

とめる とめない とめた とめなかった とめます とめません とめました とめません
でした

にげる にげない にげた にげなかった にげます にげません にげました にげません
でした

できる できない できた できなかった できます できません できました できません
でした

おこる おこらない おこった おこらなかった おこります おこりません おこりました おこりません
でした

きめる きめない きめた きめなかった きめます きめません きめました きめません
でした

われる われない われた われなかった われます われません われました われません
でした

こわれる こわれない こわれた こわれなかった こわれます こわれません こわれました こわれません
でした

おれる おれない おれた おれなかった おれます おれません おれました おれません
でした
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Verb Conjugation Chart
Dictionary Form Masu Form

Lesson Present Aff. Present Neg. Past Aff. Past Neg. Present Aff. Present Neg. Past Aff. Past Neg.

1

Enter Not enter Entered Did not enter Enter Not enter Entered Did not enter

hairu hairanai haitta hairanakatta hairimasu hairimasen hairimashita hairimasendeshita

Come in Not come in Came in Did not come in Come in Not come in Came in Did not come in

agaru agaranai agatta agaranakatta agarimasu agarimasen agarimashita agarimasendeshita

Go Not go Went Did not go Go Not go Went Did not go

iku ikanai itta ikanakatta ikimasu ikimasen ikimashita ikimasendeshita

Come Not come Came Did not come Come Not come Came Did not come

kuru konai kita konakatta kimasu kimasen kimashita kimasendeshita

Walk Not walk Walked Did not walk Walk Not walk Walked Did not walk

aruku arukanai aruita arukanakatta arukimasu arukimasen arukimasita arukimasendeshita

Run Not run Ran Did not run Run Not run Ran Did not run

hashiru hashiranai hashitta hashiranakatta hashirimasu hashirimasen hashirimashita ～ masendeshita

2

Buy Not buy Bought Did not buy Buy Not buy Bought Did not buy

kau kawanai katta kawanakatta kaimasu kaimasen kaimashita kaimasendeshita

Make Not make Made Did not make Make Not make Made Did not make

tsukuru tsukuranai tsukutta tsukuranakatta tsukurimasu tsukurimasen tsukurimashita ～ masendeshita

Do Not do Did Did not do Do Not do Did Did not do

suru shinai shita shinakatta shimasu shimasen shimashita shimasendeshita

Look Not look Looked Did not look Look Not look Looked Did not look

miru minai mita minakatta mimasu mimasen mimashita mimasendeshita

3
Pick Not pick Picked Did not pick Pick Not pick Picked Did not pick

toru toranai totta toranakatta torimasu torimasen torimashita torimasendeshita

4

Be Not be Was Was not Be Not be Was Was not

iru inai ita inakatta imasu imasen imashita imasendeshita

Eat Not eat Ate Did not eat Eat Not eat Ate Did not eat

taberu tabenai tabeta tabenakatta tabemasu tabemasen tabemashita tabemasendeshita

Cook Not cook Cooked Did not cook Cook Not cook Cooked Did not cook

ryouri suru ryouri shinai ryouri
shita ryouri shinakatta ryouri 

shimasu
ryouri 
shimasen ～ shimashita ～ shimasendeshita

5

Give Not give Gave Did not give Give Not give Gave Did not give

ageru agenai ageta agenakatta agemasu agemasen agemashita agemasendeshita

Sell Not sell Sold Did not sell Sell Not sell Sold Did not sell

uru uranai utta uranakatta urimasu urimasen urimashita urimasendeshita

Ask Not ask Asked Did not ask Ask Not ask Asked Did not ask

kiku kikanai kiita kikanakatta kikimasu kikimasen kikimashita kikimasendeshita

Dictionary Form Masu Form

Lesson Present Aff. Present Neg. Past Aff. Past Neg. Present Aff. Present Neg. Past Aff. Past Neg.

5

Touch Not touch Touched Did not touch Touch Not touch Touched Did not touch

sawaru sawaranai sawatta sawaranakatta sawarimasu sawarimasen sawarimashita sawarimasen
deshita

Teach Not teach Taught Did not teach Teach Not teach Taught Did not teach

oshieru oshienai oshieta oshienakatta oshiemasu oshiemasen oshiemashita oshiemasen
deshita

Answer Not answer Answered Did not answer Answer Not answer Answered Did not answer

kotaeru kotaenai kotaeta kotaenakatta kotaemasu kotaemasen kotaemashita kotaemasen
deshita

Wrap Not wrap Wrapped Did not wrap Wrap Not wrap Wrapped Did not wrap

tsutsumu tsutsumanai tsutsunda tsutsumanakatta tsutsumi
masu tsutsumimasen tsutsumimasita ～ masendeshita

6

Pay Not pay Paid Did not pay Pay Not pay Paid Did not pay

harau harawanai haratta harawanakatta haraimasu haraimasen haraimashita haraimasendeshita

Ride Not ride Rode Did not ride Ride Not ride Rode Did not ride

noru noranai notta noranakatta norimasu norimasen norimashita norimasendeshita

Get off Not get off Got off Did not get off Get off Not get off Got off Did not get off

oriru orinai orita orinakatta orimasu orimasen orimashita orimasendeshita

Go out Not go out Got out Did not get out Go out Not go out Got out Did not go out

deru denai deta denakatta demasu demasen demashita demasendeshita

Open Not open Opened Did not open Open Not open Opened Did not open

akeru akenai aketa akenakatta akemasu akemasen akemashita akemasendeshita

Close Not close Closed Did not close Close Not close Closed Did not close

shimeru shimenai shimeta shimenakatta shimemasu shimemasen shimemashita shimemasen
deshita

Push Not push Pushed Did not push Push Not push Pushed Did not push

osu osanai oshita osanakatta oshimasu oshimasen osimashita osimasendeshita

7

Show Not show Showed Did not show Show Not show Showed Did not show

miseru misenai miseta misenakatta misemasu misemasen misemashita misemasendeshita

Have Not have Had Did not have Have Not have Had Did not have

motsu motanai motta motanakatta mochimasu mochimasen mochimashita mochimasendeshita

Apply Not apply Applied Did not apply Apply Not apply Applied Did not apply

nuru nuranai nutta nuranakatta nurimasu nurimasen nurimashita nurimasendeshita

Stick Not stick Stuck Did not stick Stick Not stick Stuck Did not stick

haru haranai hatta haranakatta harimasu harimasen harimashita harimasendeshita

Point Not point Pointed Did not point Point Not point Pointed Did not point

sasu sasanai sashita sasanakatta sashimasu sashimasen sashimashita sashimasendeshita

Inject Not inject Injected Did not inject Inject Not inject Injected Did not inject

sasu sasanai sashita sasanakatta sashimasu sashimasen sashimashita sashimasendeshita

Wear Not wear Wore Did not wear Wear Not wear Wore Did not wear

kiru kinai kita kinakatta kamasu kimasen kimasita kimasendesihta
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Dictionary Form Masu Form

Lesson Present Aff. Present Neg. Past Aff. Past Neg. Present Aff. Present Neg. Past Aff. Past Neg.

7

Take off Not take off Took off Did not take off Take off Not take off Took off Did not take off

nugu nuganai nuida nuganakatta nugimasu nugimasen nugimashita nugimasendeshita

Vomit Not vomit Vomited Did not vomit Vomit Not vomit Vomited Did not vomit

haku hakanai haita hakanakatta hakimasu hakimasen hakimashita hakimasendeshita

8

Move Not move Moved Did not move Move Not move Moved Did not move

ugoku ugokanai ugoita ugokanakatta ugokimasu ugokimasen ugokimashita ugokimasendeshita

Call (name) Not call Called Did not call Call Not call Called Did not call

yobu yobanai yonda yobanakatta yobimasu yobimasen yobimashita yobimasendeshita

Call
(phone call) Not call Called Did not call Call Not call Called Did not call

denwa 
suru denwa shinai denwa 

shita
denwa 
shinakatta

denwa 
shimasu

denwa 
shimasen ～ shimashita ～ shimasen

deshita
Fall
(for things) Not fall Fell Did not fall Fall Not fall Fell Did not fall

ochiru ochinai ochita ochinakatta ochimasu ochimasen ochimashita ochimasendeshita

Fall
(for people) Not fall Fell Did not fall Fall Not fall Fell Did not fall

korobu korobanai koronda korobanakatta korobimasu korobimasen korobimashita korobimasen
deshita

Bump Not bump Bumped Did not bump Bump Not bump Bumped Did not bump

butsukeru butsukenai butsuketa butsukenakatta butsuke
masu butsukemasen butsukemashita ～ masendeshita

Drown Not drown Drowned Did not drown Drown Not drown Drowned Did not drown

oboreru oborenai oboreta oborenakatta oboremasu oboremasen oboremashita oboremasen
deshita

Cut Not cut Cut Did not cut Cut Not cut Cut Did not cut

kiru kiranai kitta kiranakatta kirimasu kirimasen kirimashita kirimasendeshita

Hit Not hit Hit Did not hit Hit Not hit Hit Did not hit

utsu utanai utta utanakatta uchimasu uchimasen uchimasita uchimasendeshita

Sleep Not sleep Slept Did not sleep Sleep Not sleep Slept Did not sleep

neru nenai neta nenakatta nemasu nemasen nemashita nemasendeshita

Break
(a bone) Not break Broke Did not break Break Not break Broke Did not break

oru oranai otta oranakatta orimasu orimasen orimashita orimasendeshita

9

Burn Not burn Burned Did not burn Burn Not burn Burned Did not burn

moeru moenai moeta moenakatta moemasu moemasen moemashita moemasendeshita

Throw Not throw Threw Did not throw Throw Not throw Threw Did not throw

nageru nagenai nageta naganakatta nagemasu nagemasen nagemashita nagemasendeshita

Throw away Not throw away Threw 
away Did not throw away Throw away Not throw away Threw away Did not throw away

suteru sutenai suteta sutenakatta sutemasu sutemasen sutemashita sutemasendeshita

Put Not put Put Did not put Put Not put Put Did not put

oku okanai oita okanakatta okimasu okimasen okimashita okimasendeshita

Remember Not remember Remembered Did not remember Remember Not remember Remembered Did not remember

oboeru oboenai oboeta oboenakatta oboemasu oboemasen oboemashita oboemasendeshita

Dictionary Form Masu Form

Lesson Present Aff. Present Neg. Past Aff. Past Neg. Present Aff. Present Neg. Past Aff. Past Neg.

9

Separate Not separate Separated Did not separate Separate Not separate Separated Did not separate

wakeru wakenai waketa wakenakatta wakemasu wakemasen wakemashita wakemasendeshita

Tie Not tie Tied Did not tie Tie Not tie Tied Did not tie

shibaru shibaranai shibatta shibaranakatta shibarimasu shibarimasen shibarimashita ～ masendeshita

Put out Not put out Put out Did not put out Put out Not put out Put out Did not put out

dasu dasanai dashita dasanakatta dashimasu dashimasen dashimashita dashimasendeshita

Understand Not understand Understood Did not understand Understand Not understand Understood Did not understand

wakaru wakaranai wakatta wakaranakatta wakarimasu wakarimasen wakarimashita wakarimasendeshita

Finish Not finish Finished Did not finish Finish Not finish Finished Did not finish

owaru owaranai owatta owaranakatta owarimasu owarimasen owarimashita owarimasendeshita

10

Hide Not hide Hid Did not hide Hide Not hide Hid Did not hide

kakureru kakurenai kakureta kakurenakatta kakuremasu kakuremasen kakuremashita ～ masendeshita

Turn off Not turn off Turned off Did not turn off Turn off Not turn off Turned off Did not turn off

kesu kesanai keshita kesanakatta keshimasu keshimasen keshimashita keshimasendeshita

Stop Not stop Stopped Did not stop Stop Not stop Stopped Did not stop

tomeru tomenai tometa tomenakatta tomemasu tomemasen tomemashita tomemasendeshita

Run away Not run away Ran away Did not run away Run away Not run away Ran away Did not run away

nigeru nigenai nigeta nigenakatta nigemasu nigemasen nigemashita nigemasendeshita

Be able to Not able to Was able 
to Was not able to Be able to Not able to Was able to Was not able to

dekiru dekinai dekita dekinakatta dekimasu dekimasen dekimashita dekimasendeshita

Occur Not occur Occurred Did not occur Occur Not occur Occurred Did not occur

okoru okoranai okotta okoranakatta okorimasu okorimasen okorimashita okorimasendeshita

Decide Not decide Decided Did not decide Decide Not decide Decided Did not decide

kimeru kimenai kimeta kimenakatta kimemasu kimemasen kimemashita kimemasendeshita

Split Not split Split Did Not split Split Not split Split Did not split

wareru warenai wareta warenakatta waremasu waremasen waremashita waremasendeshita   

Break Not break Broke Did not break Break Not break Broke Did not break

kowareru kowarenai kowareta kowarenakatta kowaremasu kowaremasen kowaremashita ～ masendeshita

Break Not break Broke Did not break Break Not break Broke Did not break

oreru orenai oreta orenakatta oremasu oremasen oremashita oremasendeshita
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動詞の活用
    辞　書　形       ま　す　形

課 肯定 意味 否定 過去形 過去否定形 肯定 否定 過去形 過去否定形

1

하이루 들어오다 하이라나
이 하잇따 하이라나캈따 하이리마

스
하이리마
셈

하이리마
시타

하이리마셍데
시따

아가루 오르다 아가라나
이 아갔따 아가라나캈따 아가리마

스
아가리마
셈

아가리마
시타

아가리마셍데
시따

이꾸 가다 이까나이 있따 이까나깠따 이끼마스 이끼마셈 이끼마시
타

이끼마셍데시
따

쿠루 오다 코나이 기따 고나캈따 기마스 기마셈 기마시타 기마셍데시따

아루쿠 걷다 아루카나
이 아루이따 아루카나캈따 아루키마

스
아루키마
셈

아루키마
시타

아루키마셍데
시따

하시루 달리다 하시라나
이 하싯따 하시라나캈따 하시리마

스
하시리마
셈

하시리마
시타

하시리마셍데
시따

2

카우 사다 가와나이 캈따 카와나캇따 카이마스 카이마셈 카이마시
타

카이마셍데시
따

쯔쿠르 만들다 쯔쿠라나
이 쯔굿따 쯔쿠라나캇따 쯔쿠리마

스
쯔쿠리마
셈

쯔쿠리마
시타

쯔쿠리마셍데
시따

스루 하다 시나이 시따 시나캇따 시마스 시마셈 시마시따 시마셍데시따

미루 보다 미나이 미따 미나캇따 미마스 미마셈 미마시따 미마셍데시따

3 토루 캐다 토라나이 돗따 토라나캇따 토리마스 토리마셈 도리마시
따 도리마시따

4

이루 있다 이나이 이따 이나캇따 이마스 이마셈 이마시따 이마셍데시따

타베루 먹다 타베나이 타베따 타베나캇따 타베마스 타베마셈 타베마시
따

타베마셍데시
따

료오리수
르 요리하다 료리시나

이
료오리시
따

료오리시나캇
따

료오리시
마스

료오리시
마셈

료오리시
마시따

료오리시마셍
데시따

5

아게루 주다 아게나이 아게따 아게나캇따 아게마스 아게마셈 아게마시
따

아게마셍데시
따

우루 팔다 우라나이 웃따 우라나캇따 우리마스 우리마셈 우리마시
따

우리마셍데시
따

기꾸 묻다 키까나이 키이따 기까나캇따 기키마스 기키마셈 기키마시
따

기키마셍데시
따

사와루 만지다 사와라나
이 사왓따 사와라나캇따 사와리마

스
사와리마
셈

사와리마
시따

사와리마셍데
시따

오시에루 가르치다 오시에나
이 오시에따 오시에나캇따 오시에마

스
오시에마
셈

오시에마
시따

오시에마셍데
시따

고따에루 대답하다 고따에나
이 고따에따 고따에나캇따 고따에마

스
고따에마
셈

고따에마
시따

고따에마셍데
시따

쯔쯔무 포장하다 쯔쯔마나
이 쯔쯘다 쯔쯔마나캇따 쯔쯔미마

스
쯔쯔미마
셈

쯔쯔미마
시따

쯔쯔미마셍데
시따

    辞　書　形       ま　す　形

課 肯定 意味 否定 過去形 過去否定形 肯定 否定 過去形 過去否定形

6

하라우 지불하다 하라와나
이 하랏따 하라와나캇따 하라이마

스
하라이마
셈

하라이마
시따

하라이마셍데
시따

노루 타다 노라나이 놋따 노라나캇따 노리마스 노리마셈 노리마시
따

노리마셍데시
따

오리루 내리다 오리나이 오리따 오리나캇따 오리마스 오리마셈 오리마시
따

오리마셍데시
따

데루 나가다 데나이 데따 데나캇따 데마스 데마셈 데마시따 데마셍데시따

아께루 열다 아께나이 아께따 아께나캇따 아께마스 아케마셈 아케마시
따

아케마셈데시
따

시메루 닫다 시메나이 시메따 시메나캇따 시메마스 시메마셈 시메마시
따

시메마셈데시
따

오스 밀다 오사나이 오시따 오사나캇따 오시마스 오시마셈 오시마시
따

오시마셈데시
따

7

미세루 보이다 미세나이 미세따 미세나캇따 미세마스 미세마셈 미세마시
따

미세마셍데시
따

모쯔 갖다 모따나이 못따 모따나캇따 모치마스 모치마셈 모치마시
따

모치마셍데시
따

누루 칠하다 누라나이 눗따 누라나캇따 누리마스 누리마셈 누리마시
따

누리마셍데시
따

하루 붙이다 하라나이 핫따 하라나캇따 하리마스 하리마셈 하리마시
따

하리마셍데시
따

사스 찌르다 사사나이 사시따 사사나캇따 사시마스 사시마셈 사시마시
따

사시마셍데시
따

키루 입다 키나이 기따 키나캇따 키마스 키마셈 기마시따 기마셍데시따

누구 벗다 누가나이 누이다 누가나캇따 누기마스 누기마셈 누기마시
따

누기마셍데시
따

하쿠 신다 하카나이 하이따 하카나캇따 하키마스 하키마셈 하키마시
따

하키마셍데시
따

8

우고쿠 움직이다 우고까나
이 우고이따 우고까나캇따 우고끼마

스
우고끼마
셈

우고끼마
시따

우고끼마셍데
시따

요부 부르다 요바나이 욘다 요바나깟따 요비마스 요비마셈 요비마시
따

요비마셍데시
따

뎅와스루 전화하다 뎅와시나
이 뎅와시따 뎅와시나깟따 뎅와시마

스
뎅와시마
셈

뎅와시마
시따

뎅와시마셍데
시따

오치루 떨어지다 오치나이 오치따 오치나깟따 오치마스 오치마셈 오치마시
따

오치마셍데시
따

코로부 넘어지다 코로바나
이 코론다 코로바나깟따 코로비마

스
코로비마
셈

코로비마
시따

코로보비마셍
데시따

부쯔케루 부딪히다 부쯔케나
이 부쯔께따 부쯔께나캇따 부쯔케마

스
부쯔케마
셈

부쯔케마
시따

부쯔께마셍데
시따

오보레루 물에빠지
다

오보레나
이 오보레따 오보레나캇따 오보레마

스
오보레마
셈

오보레마
시따

오보레마셍데
시따

기루 자르다 기라나이 깃따 기라나캇따 키리마스 키리마셈 키리마시
따

기리마셍데시
따
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    辞　書　形       ま　す　形

課 肯定 意味 否定 過去形 過去否定形 肯定 否定 過去形 過去否定形

8

우쯔 치다 우따나이 웃따 우타나캇따 우치마스 우치마셈 우치마시
따

우치마셍데시
따

네루 자다 네나이 네따 네나캇따 네마스 네마셈 네마시따 네마셍데시따

오루 접다 오라나이 옷따 오라나캇따 오리마스 오리마셈 오리마시
따

오리마셍데시
따

9

모에루 타다 모에나이 모에따 모에나캇따 모에마스 모에마셈 모에마시
따

모에마셍데시
따

나게루 던지다 나게나이 나게따 나게나캇따 나게마스 나게마셈 나게마시
따

나게마셍데시
따

스떼루 버리다 스떼나이 스떼따 스떼나캇따 스떼마스 스떼마셈 스떼마시
따

스떼마셍데시
따

오쿠 두다 , 놓
다 오카나이 오이따 오카나캇따 오키마스 오키마셈 오키마시

따
오키마셍데시
따

오보에루 기억하다 오보에나
이 오보에따 오보에나캇따 오보에마

스
오보에마
셈

오보에마
시따

오보에마셍데
시따

와께루 나누다 와께나이 와께따 와께나캇따 와케마스 와케마셈 와케마시
따

와케마셍데시
따

시바루 묶다 시바라나
이 시밧따 시바라나캇따 시바리마

스
시바리마
셈

시바리마
시따

시바리마셍데
시따

다스 내다 다사나이 다시따 다사나캇따 다시마스 다시마셈 다시마시
따

다시마셍데시
따

와카루 알다 와카라나
이 와캇따 와카라나캇따 와카리마

스
와카리마
셈

와카리마
시따

와카리마셍데
시따

오와루 끝나다 오와라나
이 오왓따 오와라나캇따 오와리마

스
오와리마
셈

오와리마
시따

오와리마셍데
시따

10

가쿠레루 숨다 가쿠레나
이 가쿠레따 가쿠레나캇따 가쿠레마

스
가쿠레마
셈

가쿠레마
시따

가쿠레마셍데
시따

게스 끄다 , 지
우다 게사나이 게시따 게사나캇따 게시마스 게시마셈 게시마시

따
게시마셍데시
따

도메루 잠그다 ,
멈추다 도메나이 도메따 도메나캇따 도메마스 도메마셈 도메마시

따
도메마셍데시
따

니게루 도망가다 니게나이 니게따 니게나캇따 니게마스 니게마셈 니게마시
따

니게마셍데시
따

데끼루 할 수 있다 데끼나이 데끼따 데끼나캇따 데끼마스 데끼마셈 데끼마시
따

데끼마셍데시
따

오꼬루 발생하다 오코라나
이 오콧따 오코라나깟따 오코리마

스
오코리마
셈

오코리마
시따

오끼마셍데시
따

기메루 결정하다 기메나이 기메따 기메나이 기메마스 기메마셈 기메마시
따

기메마셍데시
따

와레루 깨지다 와레나이 와레따 와레나캇따 와레마스 와레마셈 와레마시
따

와레마셍데시
따

고와레루 망가지다 고와레나
이 고와레따 고와레나캇따 고와레마

스
고와레마
셈

고와레마
시따

고와레마셍데
시따

오레루 부러지다 오레나이 오레따 오레나캇따 오레마스 오레마셈 오레마시
따 

오레마셍데시
따

付録　銀行 ATM 操作ガイド

お引き出し

残高照会

お振り込み

定期預金・定期積み立て

お預入れ

通帳記入

お振替え

クレジット

暗証変更・その他

ご希望の取引画面を選び、
画面の案内に従って操作してください。

紙幣投入口通貨投入口

カード（挿入口）通　帳（挿入口）

国際交流　銀行

かぞくの　ひとと　つかいかたを　れんしゅう　しよう。
かんじの　よみかたが　わかるかな？
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索引《さくいん　sakuin》

〈…あ…〉…
アイエイチ… aieichi… ……………………… 2
あいづち… aizuchi………………………… 3
あお… ao… …………………………… 5
あか… aka……………………………… 5
あがる… agaru… ……………………… 1
アクセサリー… akusesari-… ………………… 5
あける… akeru… ……………………… 6
あげる… ageru… ……………………… 4
あさ… asa……………………………… 3
あさって… asatte… ……………………… 3
あし… ashi… ………………………… 7
あじ… aji… …………………………… 3
あす… asu……………………………… 3
あそこ… asoko… ……………………… 5
あたま… atama… ……………………… 7
あちら… achira… ……………………… 5
あつい… atsui…………………………… 2
あと… ato……………………………… 3
あに… ani……………………………… 8
あね… ane……………………………… 8
あぶら… abura… ……………………… 2
あまい… amai…………………………… 3
あらう… arau… ………………………… 2
ありがとう… arigato-… …………………… 4
ありがとうございます
… arigato-…gozaimasu………… 1
あるく… aruku… ……………………… 1
あれ… are……………………………… 2

〈…い…〉
いいえ… iie… …………………………… 3
いく… iku……………………………… 1
いくらですか… ikura…desuka………………… 5
いたい… itai……………………………… 7
いただきます… itadakimasu… ……………… 3
いためる… itameru… …………………… 2
いちじかん… ichi-jikan……………………… 1
いつ… itsu……………………………… 3
いま… ima……………………………… 1
いもうと… imo-to… ……………………… 8
いらしっしゃいませ… irasshai…mase… …………… 5
いらっしゃい… irasshai… …………………… 1

いる… iru… …………………………… 4
いれる… ireru…………………………… 2

〈…う…〉…
うけつけ… uketsuke……………………… 5
うすい… usui… ………………………… 2
うで… ude……………………………… 7
うみ… umi……………………………… 3
うりば… uriba…………………………… 5
うる… uru……………………………… 2
うれしい… ureshii………………………… 4
うんてんしゅ… untenshu……………………… 6
うんどうかい… undo-kai……………………… 3

〈…え…〉…
えき… eki……………………………… 1
エコバッグ… eko…baggu… ………………… 2
エスカレーター… esukare-ta-…………………… 5
エレベーター… erebe-ta-……………………… 5

〈…お…〉…
おあがりください… oagari…kudasai………………… 1
おいしい… oishii…………………………… 3
おおい・たくさん… o-i… …………………………… 4
おおきい… o-kii… ………………………… 2
おかあさん… oka-san… …………………… 8
おかいどくひん… okaidoku…hin………………… 2
おかず… okazu… ……………………… 2
おくさま… okusama……………………… 5
おくじょう… okujo…………………………… 5
おさら… osara…………………………… 2
おじ… oji… …………………………… 8
おじいさん… oji-san… ……………………… 8
おしえる… oshieru………………………… 5
おじさん… ojisan… ……………………… 8
おじゃまします… ojyama…shimasu… ………… 1
おしょうがつ… osho-gatsu…………………… 5
おしり… oshiri…………………………… 7
おす… osu……………………………… 4
おたま… otama… ……………………… 2
おちゃ… ocha…………………………… 1
おちる… ochiru… ……………………… 8

おっと… otto… ………………………… 8
おとうさん… oto-san………………………… 8
おとうと… oto-to… ……………………… 8
おととい… ototoi…………………………… 3
おなか… onaka… ……………………… 7
おにいさん… oni-san………………………… 8
おねえさん… one-san… …………………… 8
おねがいします… onegai…shimasu… ………… 5
おば… oba……………………………… 8
おばあさん… oba-san… …………………… 8
おばさん… obasan………………………… 8
おはようございます… ohayo-…gozaimasu… ……… 1
おふろ… ofuro…………………………… 1
おぼん… obon…………………………… 1
おまちください… omachi…kudasai… ………… 4
おまちしていました… omachi…shite…imashita… … 4
おもい… omoi…………………………… 4
おもちゃ… omocha… …………………… 5
おやすみなさい… oyasuminasai… …………… 1
おりる… oriru…………………………… 6
おれる… oreru…………………………… 10
オレンジ… orenji…………………………… 5
おわん… owan…………………………… 2

〈…か…〉
カート… ka-to…………………………… 2
かいさつぐち… kaisatsu…guchi……………… 6
かいだん… kaidan………………………… 1
かいちゅうでんとう… kaichu…dento-… …………… 10
かう… kau……………………………… 2
かかと… kakato………………………… 7
かぐ… kagu…………………………… 5
かくれる… kakureru……………………… 10
かける… kakeru………………………… 4
カゴ… kago…………………………… 2
かしこまりました… kashikomarimashita………… 5
ガス… gasu…………………………… 10
ガスコンロ… gasu…konro…………………… 2
かぞく… kazoku………………………… 3
かた… kata… ………………………… 7
かたい… katai…………………………… 4
かていようひん… katei…yo-hin… ……………… 5
カバン… kaban… ……………………… 5
かぼちゃ… kabocha……………………… 2
かゆい… kayui…………………………… 7
かようび… kayo-bi………………………… 9
からい… karai…………………………… 3

かるい… karui…………………………… 4
カレールー… kare-ru-… …………………… 2
かわ… kawa…………………………… 3
がんぐ・おもちゃ… gangu…………………………… 5
かんせつ… kansetsu……………………… 7
かんづめ… kanzume……………………… 10
かんぱん… kanpan………………………… 10

〈…き…〉
きいろ… kiiro… ………………………… 5
きく… kiku… ………………………… 5
きっぷうりば… kippu…uriba… ……………… 6
きにゅうする… kinyu…suru…………………… 7
きのう… kino-…………………………… 3
きのこ… kinoko… ……………………… 3
きゅうきゅうしゃ… kyukyusha… ………………… 8
きゅうす… kyusu… ……………………… 1
きゅうり… kyuri…………………………… 2
きょう… kyo……………………………… 3
きらい… kirai… ………………………… 5
きる… kiru… ………………………… 2
きん… kin……………………………… 5
ぎん… gin……………………………… 5
きんようび… kinyo-bi… …………………… 9

〈…く…〉
くうこう… ku-ko-… ……………………… 1
くさとり… kusatori… …………………… 3
くじかん… kujikan………………………… 1
くしゃみ… kushami… …………………… 7
くすり… kusuri… ……………………… 7
ください… kudasai… …………………… 5
くだもの… kudamono…………………… 2
くだものナイフ… kudamono…naifu… ………… 2
くち… kuchi…………………………… 7
くつ… kutsu…………………………… 5
くつした… kutsushita…………………… 5
くび… kubi… ………………………… 7
〜くらい… 〜 gurai………………………… 1
クリスマス… kurisumasu… ……………… 5
クリニック… kurinikku……………………… 7
くる… kuru… ………………………… 1
くるま… kuruma… …………………… 1
グレー… gure-…………………………… 5
グレープフルーツ… grapefruit… ………………… 2
くろ… kuro… ………………………… 5
ぐんて… gunte…………………………… 10

ローマ字表記は日本語の発音により近いもの
とするために長音はハイフン（-）とした

課

課

課

課
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〈…け…〉
けいたいでんわ… keitai…denwa………………… 4
けいたいラジオ… keitai…rajio…………………… 10
けいろうのひ… keiro-…no…hi…………………… 5
けさ… kesa… ………………………… 3
けしょうひん… kesho-hin… ………………… 5
けす… kesu…………………………… 10
げたばこ… getabako……………………… 1
けっこんきねんび… kekkon…kinenbi……………… 5
げつようび… getsuyo-bi… ………………… 9
げりをする… geri…wo…suru………………… 7
げんかん… genkan………………………… 1

〈…こ…〉
こい… koi……………………………… 3
こうえん… ko-en…………………………… 3
こうちゃ… ko-cha………………………… 1
こうみんかん… ko-minkan… ………………… 3
コーヒー… ko-hi-…………………………… 1
コーヒーカップ… ko-hi-…kappu………………… 1
ここ… koko…………………………… 5
こし… koshi…………………………… 7
ごじかん… gojikan………………………… 1
こたえる… kotaeru… …………………… 5
ごちそうさま… gochisosama………………… 3
コップ… koppu… ……………………… 1
こどものひ… kodomo…no…hi… …………… 5
こどもふく… kodomo…fuku………………… 5
ごはん… gohan… ……………………… 2
ゴミステーション… gomi…sute-shon… …………… 9
ごみおきば… gomi…okiba…………………… 9
ごみとうばん… gomi…to-ban… ……………… 9
ごみばこ… gomi…bako… ………………… 9
ごみひろい… gomi…hiroi… ………………… 3
ごみぶくろ… gomi…bukuro………………… 9
こらち… kochira………………………… 5
これ… kore… ………………………… 2
こわれる… kowareru…………………… 10
コンテナ… kontena… …………………… 9
こんにちは… konnichiwa…………………… 1
こんばんは… konbanwa… ………………… 1

〈…さ…〉
さかな… sakana………………………… 3
さけ… sake… ………………………… 3
ざしき… zashiki………………………… 1
さとう… sato-…………………………… 1

ざぶとん… zabuton… …………………… 1
さむけ… samuke… …………………… 7
さようなら… sayo-nara… ………………… 1
さわる… sawaru………………………… 5
さんさい… sansai… ……………………… 3
さんじかん… sanjikan… …………………… 1
さんま… sanma………………………… 3

〈…し…〉
しお… shio… ………………………… 2
じかん… jikan…………………………… 1
しげんごみ… shigen…gomi… ……………… 9
じこくひょう… jikokuhyo……………………… 6
じしん… jishin…………………………… 10
したぎ… shitagi………………………… 5
しちじかん… shichijikan…………………… 1
じてんしゃ… jitensha… …………………… 1
じどうはっけんき… jido-hakkenki… ……………… 6
しばる… shibaru……………………… 9
しめる… shimeru… …………………… 6
ジャガイモ… jagaimo… …………………… 2
しゃもじ… shamoji… …………………… 2
じゅうじかん… ju-jikan………………………… 1
じゅうしょ… ju-sho… ……………………… 7
しゅじん… shujin… ……………………… 5
じょうしゃけん… jo-shakan… ………………… 6
しょうぼうしゃ… sho-bo-sha…………………… 8
しょうぼうしょ… sho-bo-sho…………………… 8
しょうゆ… sho-yu………………………… 2
しょくよく… shokuyoku…………………… 7
しょくりょうひん… shokuryo-hin… ……………… 5
しょっぱい… shoppai… …………………… 3
しろ… shiro…………………………… 5
しんかんせん… shinkansen…………………… 1
しんげんち… shingenchi…………………… 10
しんさつしつ… shinsatsushitsu… ………… 7
しんしふく… shinshifuku… ……………… 5
しんど… shindo………………………… 10

〈…す…〉
スイカ… suika…………………………… 2
スイッチ… suicchi………………………… 2
すいはんき… suihanki… …………………… 2
すいようび… suiyo-bi… …………………… 9
スーパーマーケット… su-pa-ma-ketto……………… 2
すき… suki… ………………………… 5
すくない… sukunai… …………………… 4

すっぱい… suppai………………………… 3
スプーン… supu-n………………………… 1
スポーツようひん… supo-tsu…yo-hin… …………… 5
スリッパ… surippa… …………………… 1
する… suru… ………………………… 4

〈…せ…〉
せいさんき… seisanki… …………………… 6
せいそうび… seiso-bi………………………… 3
せいねんがっぴ… seinengappi… ……………… 7
せいりけん… seiriken… …………………… 6
せき… seki… ………………………… 7
せきがでる… seki…ga…deru………………… 7
せなか… senaka………………………… 7
せんめんじょ… senmenjo… ………………… 1

〈…そ…〉
そうじ… so-ji… ………………………… 3
そこ… soko… ………………………… 5
そちら… sochira………………………… 5
そふ… sofu… ………………………… 8
そぼ… sobo…………………………… 8
それ… sore… ………………………… 2

〈…た…〉
たいおん… taion…………………………… 7
たいおんけい… taionkei… …………………… 7
だいこん… daikon………………………… 2
だいどころ… daidokoro… ………………… 1
たかい… takai…………………………… 2
たくさん… takusan… …………………… 4
タクシー… takushi-… …………………… 6
だす… dasu…………………………… 9
たたみ… tatami… ……………………… 1
たべる… taberu………………………… 4
たまねぎ… tamanegi……………………… 2
たんじょうび… tanjo-bi………………………… 5

〈…ち…〉
ちいさい… chiisai… ……………………… 2
ちかい… chikai… ……………………… 1
ちち… chichi… ……………………… 8
ちちのひ… chichi…no…hi… ……………… 5
ちゃいろ… chairo… ……………………… 5
ちゃたく… chataku… …………………… 1
ちゃのま… chanoma……………………… 1
ちゃわん… chawan… …………………… 1

ちゅうしゃじょう… chu-shajo-……………………… 5
ちょうしんき… cho-shinki… ………………… 7
ちょうみりょう… cho-miryo-…………………… 2

〈…つ…〉…
つくる… tsukuru… …………………… 2
つけもの… tsukemono…………………… 2
つける… tsukeru… …………………… 4
つつむ… tsutsumu……………………… 2
つなみ… tsunami… …………………… 10
つま… tsuma… ……………………… 8
つまさき… tsumasaki… ………………… 7
つまみ… tsumami……………………… 2

〈…て…〉
て… te… …………………………… 7
ていしゃする… teisha…suru…………………… 6
でいりぐち… deiriguchi… ………………… 6
テーブル… te-buru………………………… 1
できる… dekiru… ……………………… 8
〜ですか… 〜 desuka… ………………… 1
デパート… depa-to… …………………… 2
テレビ… terebi… ……………………… 10
でんきようひん… denki…yo-hin… ……………… 5
でんしゃ… densha………………………… 1
てんぷらこ… tenpurako… ………………… 4
てんぷらなべ… tenpuranabe………………… 4
でんわ… denwa………………………… 4
でんわばんごう… denwa…bango-… …………… 4

〈…と…〉
トイレ… toire… ………………………… 1
どうぞ… do-zo…………………………… 1
どうぞよろしくおねがいします
do-zo…yoroshiku…onegaishimasu…………… 1
とおい… to-i……………………………… 1
とくさんぶつ… tokusanbutsu… …………… 2
とけい… tokei…………………………… 1
どこ… doko…………………………… 1
とこのま… tokonoma… ………………… 1
どちら… dochira……………………… 5
どちらから… dochirakara… ……………… 1
どちらさま… dochirasama………………… 4
どちらさまですか… dochirasamadesuka………… 4
どなた… donata………………………… 4
トマト… tomato………………………… 2
とめる… tomeru………………………… 10

課 課課 課
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どようび… doyo-bi………………………… 9
とる… toru… ………………………… 2
どれ… dore… ………………………… 2

〈…な…〉
ナイフ… naifu…………………………… 2
ななじかん… nanajikan… ………………… 1
なにいろ… naniiro………………………… 5
なんですか… nandesuka…………………… 2
なべ… nabe…………………………… 2
なべつかみ… nabe…tsukami… …………… 4
なまえ… namae………………………… 7
なんかい… nankai………………………… 5
なんさい… nansai… ……………………… 5

〈…に…〉
にがい… nigai…………………………… 3
にく… niku… ………………………… 2
にげる… nigeru… ……………………… 10
にじかん… nijikan… ……………………… 1
にちようび… nichiyo-bi… ………………… 9
にる… niru… ………………………… 2
にんじん… ninjin…………………………… 2
にんにく… ninniku………………………… 2

〈…ぬ…〉
ぬぐ… nugu…………………………… 1

〈…ね…〉
ねぎ… negi… ………………………… 2
ネクタイ… nekutai………………………… 5
ねつ… netsu…………………………… 7
ねつがある… netsu…ga…aru………………… 7
ネット… netto…………………………… 9

〈…の…〉
のど… nodo…………………………… 7
のる… noru…………………………… 6

〈…は…〉
はい… hai……………………………… 3
はいる… hairu…………………………… 1
はきけ… hakike… ……………………… 7
はきけがする… hakike…ga…suru……………… 7
はく… haku…………………………… 1
はし… hashi…………………………… 2
はしおき… hashioki… …………………… 2

はしる… hashiru………………………… 1
ばす… basu…………………………… 1
バスカード… basu…ka-do…………………… 6
バスけいろ… basu…keiro…………………… 6
バスてい… basutei………………………… 6
バスのりば… basu…noriba… ……………… 6
はちじかん… hachijikan… ………………… 1
ばっけ… bakke… ……………………… 3
はっしゃする… hassha…suru………………… 6
パトカー… patoka-………………………… 8
はな… hana…………………………… 7
バナナ… banana………………………… 2
はなみず… hanamizu… ………………… 7
はは… haha…………………………… 8
ははのひ… haha…no…hi…………………… 5
はやい… hayai…………………………… 1
ばん… ban……………………………… 3

〈…ひ…〉
ひ… hi………………………………… 10
ひこうき… hiko-ki… ……………………… 1
ひざ… hiza… ………………………… 7
ひじ… hiji……………………………… 8
ひじょうようぶくろ… hijo-yo-bukuro……………… 10
びょういん… byo-in… ……………………… 7
ひる… hiru… ………………………… 3
ピンク… pinku…………………………… 5

〈…ふ…〉
ファックス… fakkusu… …………………… 4
フォーク… fo-ku…………………………… 2
ふくじんづけ… fukujinzuke… ……………… 2
ふくらはぎ… fukurahagi…………………… 7
ふじんふく… fujinfuku……………………… 5
ぶどう… budo-… ……………………… 2
フライパン… furaipan……………………… 2
プラスチック… purasuchikku… …………… 9
プランター… puranta-……………………… 9
フロアーガイド… furoa-gaido… ……………… 5
ぶんべつ… bunbetsu……………………… 9
ぶんぼうぐ… bunbo-gu…………………… 5
…
〈…へ…〉
ペットボトル… pettobotoru… ……………… 9
へや… heya…………………………… 1
べんぴ… benpi…………………………… 7

〈…ほ…〉
ほうちょう… ho-cho………………………… 2
ホーム… ho-mu… ……………………… 6
ほけんしょう… hokensho-… ………………… 7
ぼんおどり… bonodori……………………… 3

〈…ま…〉
まえ… mae… ………………………… 3
マグニチュード… magunichu-do……………… 10
まずい… mazui… ……………………… 3
まぜる… mazeru………………………… 2
まど… mado…………………………… 1
まないた… manaita… …………………… 2
まわす… mawasu… …………………… 4

〈…み…〉
みかん… mikan… ……………………… 2
みじんぎり… mijingiri… …………………… 2
みず… mizu…………………………… 2
みずいろ… mizuiro………………………… 5
みそ… miso… ………………………… 2
みそしる… misoshiru… ………………… 2
みどり… midori… ……………………… 5
みみ… mimi…………………………… 7
みる… miru… ………………………… 2
ミルク… miruku………………………… 1

〈…む…〉
むく… muku…………………………… 2
むす… musu…………………………… 2
むね… mune…………………………… 7
むらさき… murasaki……………………… 5

〈…め…〉
め… me……………………………… 7
めまい… memai… ……………………… 7

〈…も…〉
もえないごみ… moenai…gomi………………… 9
もえるごみ… moeru…gomi… ……………… 9
もくようび… mokuyo-bi… ………………… 9
もとせん… motosen……………………… 10
もも… momo… ……………………… 7
もらう… morau… ……………………… 5
もんしんひょう… monshinhyo-………………… 7

〈…や…〉
やかん… yakan… ……………………… 2
やく… yaku…………………………… 2
やさい… yasai…………………………… 2
やすい… yasui…………………………… 2
やすうり… yasuuri………………………… 2
やね… yane…………………………… 8
やま… yama…………………………… 3
やまめ… yamame… …………………… 3
やわらかい… yawarakai… ………………… 4

〈…ゆ…〉
ゆうせんせき… yu-senseki…………………… 6
ゆでる… yuderu………………………… 2

〈…よ…〉…
ようし… yo-shi… ……………………… 7
よじかん… yojikan………………………… 1
よる… yoru… ………………………… 3

〈…ら…〉
らっきょう… rakkyo………………………… 2

〈…り…〉
リサイクル… risaikuru……………………… 9
リボン… ribon…………………………… 5
りょうきんひょう… ryo-kinhyo-… ………………… 6
りょうりする… ryo-ri…suru…………………… 2
リンゴ… ringo…………………………… 2

〈…れ…〉
レジ… reji……………………………… 2
レストラン… resutoran… ………………… 5
れんらくする… renraku…suru………………… 10

〈…ろ…〉
ろうか… ro-ka…………………………… 1
ろくじかん… rokujikan……………………… 1

〈…わ…〉
わかす… wakasu………………………… 1
わけかた… wakekata……………………… 9
わける… wakeru………………………… 9
わしつ… washitsu……………………… 1
われる… wareru………………………… 10

課 課課 課
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