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トピック

か

1

だい 1 か

私と かぞく

ごい
かんじ

すんでいます

だい 2 か

・しゅみ

「私の しゅみ」

・しゅみは クラシックを 聞くことです。
・こどもの とき、よく 日本の アニメを 見ました。
国、外国、〜語（日本語、英語、中国語）、 ・わかい とき、よく りょこうしました。
・ひまな とき、りょうりを つくります。
〜人（日本人）、好き、本、読書、何

聞くことです
ことばと文化

はじめて 会った 人と 話すこと

2

だい 3 か
日本は 今、春です

・きせつ
・しぜん
春、夏、秋、冬、今、花、海、山、川

P31
だい 4 か

・きのうは すごい 雨でしたね。
・きのうは さむかったです。
今日、天気、晴れ、雨、雪、雲、風、空 ・今日は いい天気に なりましたね。
・今、雪が ふっています。

ことばと文化

道で だれかに 会った とき

3

だい 5 か
この こうえんは
広くて、きれいです

P47

だい 6 か
まっすぐ
行って ください

だい 7 か
いいですか

・出かけた ときに する かつどう
・しせつに あるもの

ことばと文化

待ちあわせに おくれる とき

5

だい 9 か

P79

・ことばの べんきょう
・学校

かんたんです

学校、小学校、中学校、高校、大学、
先生、学生、〜年生（１年生）
、勉強

だい 10 か

・文化てきな かつどう

いつか 日本に
行きたいです

テストとふりかえり 1

rikai.indb 4

「京都からの てがみ」

「小さくて かわいい 店」

・まっすぐ 行って ください。
・まっすぐ 行って、しんごうを 右に まがって ください。
・あの 大きくて 白い ビルです。
道、通り、右、左、一つ、二つ、赤い、青い、 ・日本てきで おもしろい たてものです。
黒い、白い
・左じゃなくて、右です。

食事、仕事、前、後、朝、昼、夜、
乗ります

はつおんが

「好きな きせつ」

・通りに あるもの
・たてものの ようす

見に 行きましたか

日本語は

「今、どんな きせつですか」

「大阪あんない」

・10 時でも いいですか。
・じゅうたいで、おくれます。
・道に まよって、おくれます。

時間、場所、駅、日、出かけます、待ちます、
止まります

もう やけいを

「私の かぞく」

・この 店は 安くて、べんりです。
・この あたりは にぎやかで、おもしろいです。
・この あたりは 新しい 町で、店が たくさん あります。
・この ゆうえんちは たのしいけど、とおいです。
町、店、人気、多い、少ない、高い、安い、 ・この 店は おしゃれだけど、ちょっと 高いです。
・ここは ゆうえんちだけど、おとなも 多いです。
広い
・この あたりに ゆうえんちや こうえんが あります。
・この こうえんは しずかですよ。

・町の ようす
・町に ある 店など

・待ちあわせの こうどう
・待ちあわせの 場所
・おくれる りゆう

10 時でも

だい 8 か

外国語と
外国文化

・3 月ごろ、春に なります。
・3 月ごろ、だんだん あたたかく なります。
・こうえんが きれいに なります。
・私は 夏が 好きです。
・私は あついのは 好きじゃないです。
・夏休みが ありますから、夏が いちばん 好きです。

・天気

いい 天気ですね
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さくぶん
「まごからの メール」

クラシックを

4
出かける

どっかい

・私は 東京に すんでいます。
・私は でんしゃの かいしゃで はたらいています。
・東京に すんでいます。
私、父、母、子ども、男、女、人（ひと）、 ・でんしゃの かいしゃで はたらいています。
お父さん、お母さん、何人
・かいしゃまで でんしゃで 行きます。

しゅみは

私の 町

きほんぶん

・かぞくと しんせき

東京に

P15

きせつと
天気

かいわとぶんぽう

「私の 町」

「待ちあわせ」

「ちこくの れんらくの メール」
・もう びじゅつかんに 行きましたか。
…いいえ、まだです。
・買いものに 行きます。
・さくらを 見に 行きます。
・朝ごはんの まえに、さんぽを します。
・朝ごはんの あとで、仕事を します。
・さくらを 見に 行きませんか。
…行きましょう。

「おすしは もう 食べました」

・スペイン語は たんごが かんたんです。
・中国語は 話すのが おもしろいです。
・この ことばの いみを おしえて くださいませんか。
・この かんじの 読みかたが わかりません。

「おねがいが あります」

・ほんやくの 仕事を したいです。
・週に 1 回 フラメンコを ならっています。
文化、音楽、旅行、留学、友だち、楽しい、 ・日本人と 日本語で 話してみます。
週、〜回（2 回）
・いっしょに 駅に 行きましょうか。

「私と 外国語」
「私の 町の 外国文化」
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トピック

か

6

だい 11 か

そとで
食べる

P97

ごい
かんじ

持っていきますか

だい 12 か

・味
・食べ物の ざいりょう

「せかいの 食べ物クイズ」

きらいな 食べものを すすめられた とき

7

だい 13 か

あります
だい 14 か
これ、使っても
いいですか

・オフィスに ある もの
・かいしゃの スタッフ

・この 会社に 入って 10 年に なります。
・ペンを 借りても いいですか。

「電話が ありました」

・ねる 前に、おふろに 入ります。
・ねる 前に、おふろに 入ると いいですよ。
・きゅうに くびを まわさないで ください。

「けんこうの ために」

8

だい 15 か

9
お祝い

たいそうすると
いいですよ

・体
・体の ちょうし
体、頭、目、口、耳、手、足、上、下

だい 16 か

・けんこうの ための かつどう
走ったり、泳いだり ・ていど、ひんど
毎〜（毎朝、毎日）、週末、元気、外、
起きます、歩きます、走ります、
泳ぎます

だい 17 か
もらったんです

だい 18 か
パーティーが
いいと 思います

「けんこうそうだん」

・けんこうの ために ヨガを したり、走ったり しています。 「ジムの 使いかた」
・朝ごはんを 食べる 人は 20 人です。
・朝ごはんを 食べない 人は 30 人です。

・この かばんは あねに もらったんです。
・ジョイさんは さとうさんに 花を あげます。
・さとうさんは ジョイさんに／から 花を もらいます。
お祝い、誕生日、結婚、絵、写真、時計、
・赤ちゃんが 着る もの
着ます

「プレゼントの しゅうかん」

・きもち

「おめでとう！」

・プレゼントを あげる とき
・プレゼント

誕生日に
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ことばと文化

「出張の あいさつの メール」

自分、電話、電気、電車、車、送ります、
使います、借ります

しています

先〜（先週）、今〜（今月）
、来〜（来年）
、
今年、去年、家、思います

・お祝いは パーティーが いいと 思います。
・たなかさんは 楽しかったと 言っていました。

「プレゼントの おもいで」

プレゼントを もらった とき

テストとふりかえり 2

rikai.indb 5

「出張の れんらく」

日本語を ほめられた とき

P129

「バーベキューの れんらくの
メール」

・外国に 行ったことが あります。
・この へやは さむすぎます。
会社、本社、支社、出張、空港、出発、 ・この へやは しずかすぎます。
・きのうの 夜 飲みすぎました。
到着、午前、午後
・この ホテルは 古いですが、きれいです。

ことばと文化

けんこう

・その おすし、おいしそうですね。
・それ、べんりそうな ナイフですね。
・あたたかくて、おいしいです。
／からくなくて、おいしいです。
・しんせんで、おいしいです。
／にがてじゃなくて、よかったです。

・出張

会ったことが

さくぶん
「ピクニックの れんらく」

ことばと文化

たなかさんに

どっかい

・私は おすしを 作っていきます。
・私は おすしを 作ってきました。
・くだものは 何でも 好きです。
食べ物、飲み物、お茶、お酒、作ります、
・飲み物は お茶と ジュースと どちらが いいですか。
持っていきます、お願いします
…私は お茶が いいです。

料理、味、色、野菜、少し、中、
入っています
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きほんぶん

・そとで 食べる かつどう
・食べ物、飲み物、しょっき

何を

おいしそうですね

出張

かいわとぶんぽう
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