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音声スクリプト  ※会話本文につきましてはテキストをご参照ください 
 

１課 はじめまして、アブドラです 

１課 会話１ （教室で） クラスメートに自己紹介をする 

ききましょう・いいましょう （１課 会話１ 本文） 

１課 会話１ あたらしいことば 

アメリカ人、日本人、サウジアラビア人、UAE人、中国人、ブラジル人 

練習１ 言ってください。 

例「おはようございます」(♪)「おはようございます。」 

１「こんにちは」(♪・２秒)「こんにちは。」 

２「こんばんは」(♪・２秒)「こんばんは。」 

３「さようなら」(♪・２秒)「さようなら。」 

４「はじめまして。よろしくお願いします」(♪・４秒)  

「はじめまして。よろしくお願いします。」 

 

練習２ 言ってください。 

例「わたしは (♪) わたしはアメリカ人です。」 

１「わたしは (♪・２秒) わたしは日本人です。」 

２「わたしは (♪・２秒) わたしはサウジアラビア人です。」 

３「わたしは (♪・２秒) わたしはUAE人です。」 

４「わたしは (♪・２秒) わたしは中国人です。」 

５「わたしは (♪・２秒) わたしはブラジル人です。」 

 

 

１課 会話２ （マンションで） 同じマンションの人に自己紹介をする 

ききましょう・いいましょう （１課 会話２ 本文） 

１課 会話２ あたらしいことば 

学生、先生、大学生、大学、日本語学校、友達、クラスメート、会社員、男、女 

練習１ 言ってください。 

例「となり・アブドラ (♪) となりのアブドラです。」 
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１「となり・本田 (♪・２秒) となりの本田です。」 

２「友達・山川 (♪・２秒) 友達の山川です。」 

３「クラスメート・ローラ (♪・２秒) クラスメートのローラです。」 

 

練習２ 言ってください。 

例「アブドラさんは (♪) アブドラさんは学生です。」 

１「大野さんは (♪・２秒) 大野さんは先生です。」 

２「本田さんは (♪・２秒) 本田さんは大学生です。」 

３「山川さんは (♪・２秒) 山川さんは会社員です。」 

 

練習３ 答えてください。 

例「アブドラさんは学生ですか。」「はい (♪) はい、わたしは学生です。」 

１「マリアさんはブラジル人ですか。」「はい (♪・４秒) はい、わたしはブラジル人です。」 

２「ローラさんは中国人ですか。」「いいえ (♪・４秒) いいえ、わたしはアメリカ人です。」 

３「本田さんは会社員ですか。」「いいえ (♪・４秒) いいえ、わたしは大学生です。」 

４「山川さんは会社員ですか。」「はい (♪・４秒) はい、わたしは会社員です。」 

５「大野さんは学生ですか。」「いいえ (♪・４秒) いいえ、わたしは先生です。」 

 

練習４ 言ってください。 

例「アブドラさんは (♪) アブドラさんは男の学生です。」 

１「アブドラさんは (♪・４秒) アブドラさんはサウジアラビア人の学生です。」 

２「大野先生は (♪・４秒) 大野先生は女の先生です。」 

３「大野先生は (♪・４秒) 大野先生は日本人の先生です。」 

 

練習５ 言ってください。 

例「8」(♪)「8」 

a 「4」(♪・１秒)「4」 

b 「7」(♪・１秒)「7」 

c 「2」(♪・１秒)「2」 

d 「1」(♪・１秒)「1」 

e 「9」(♪・１秒)「9」 

f 「6」(♪・１秒)「6」 

g 「3」(♪・１秒)「3」 

h 「5」(♪・１秒)「5」 

i 「10」(♪・１秒)「10」 

 

 

 

 



   

3 

 

２課 新宿ブックセンターはあそこですよ 

２課 会話１ （道で） 道を聞いて行きたい場所へ行く 

ききましょう・いいましょう （２課 会話１ 本文） 

２課 会話１ あたらしいことば   トイレ、教室、東京駅、駅 

練習１ 言ってください。 

１「あ、ごめんなさい。」(♪・２秒)「あ、ごめんなさい。」 

２「あ、ありがとうございます。」(♪・２秒)「あ、ありがとうございます。」 

３「いいえ、どういたしまして。」(♪・２秒)「いいえ、どういたしまして。」 

４「あのう、すみません。」(♪・２秒)「あのう、すみません。」 

 

練習２ 言ってください。 

１「ここ」(♪・１秒)「ここ」 

２「そこ」(♪・１秒)「そこ」 

３「あそこ」(♪・１秒)「あそこ」 

 

練習３ 答えてください。 

例「新宿ブックセンターはどこですか。」 

「あそこです (♪) 新宿ブックセンターはあそこです。」 

１「トイレはどこですか。」「そこです (♪・３秒) トイレはそこです。」 

２「教室はどこですか。」「ここです (♪・３秒) 教室はここです。」 

３「東京駅はどこですか。」「あそこです (♪・３秒) 東京駅はあそこです。」 

 

 

２課 会話２ （本屋で） 店員に品物がある場所を聞く 

ききましょう・いいましょう （２課 会話２ 本文） 

２課 会話２ あたらしいことば   教科書、かばん、ぼうし、ボールペン 

練習１ 言ってください。 

１「これ」(♪・１秒)「これ」 

２「それ」(♪・１秒)「それ」 

３「あれ」(♪・１秒)「あれ」 

 

練習２ 答えてください。 

例「教科書はどれですか。」「これです (♪) 教科書はこれです。」 

１「かばんはどれですか。」「あれです (♪・３秒) かばんはあれです。」 

２「帽子はどれですか。」「それです (♪・３秒) 帽子はそれです。」 

３「ボールペンはどれですか。」「これです (♪・３秒) ボールペンはこれです。」 
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２課 会話３ （本屋で） 店員に品物の値段を聞いて買う  

ききましょう・いいましょう （２課 会話３ 本文） 

２課 会話３ あたらしいことば   本、数学、消しゴム、ノート、カレンダー、腕時計 

練習１ 答えてください。 

例「消しゴムはいくらですか。」「70円 (♪) 消しゴムは 70円です。」 

１「ノートはいくらですか。」「130円 (♪・３秒) ノートは 130円です。」 

２「カレンダーはいくらですか。」「1,890円 (♪・３秒) カレンダーは 1,890円です。」 

３「かばんはいくらですか。」「9,450円 (♪・３秒) かばんは 9,450円です。」 

 

練習２ 言ってください。 

例「この消しゴム」(♪)「この消しゴム」 

１「そのノート」(♪・１秒)「そのノート」 

２「あのカレンダー」(♪・１秒)「あのカレンダー」 

３「このかばん」(♪・１秒)「このかばん」 

 

練習３ 言ってください。 

例「ください (♪) この消しゴムをください。」 

１「ください (♪・２秒) そのノートをください。」 

２「ください (♪・２秒) あのカレンダーをください。」 

３「ください (♪・２秒) このかばんをください。」 

 

練習４ 言ってください。 

例「これは本です。」「それ (♪) それも本です。」 

１「これはボールペンです。」「これ (♪・２秒) これもボールペンです。」 

２「これは腕時計です。」「それ (♪・２秒) それも腕時計です。」 

３「これはカレンダーです。」「あれ (♪・２秒) あれもカレンダーです。」 

 

練習５ 言ってください。 

例「いっかい」(♪)「いっかい」 

１「さんがい」(♪・１秒)「さんがい」 

２「ごかい」(♪・１秒)「ごかい」 

３「ななかい」(♪・１秒)「ななかい」 

４「はっかい」(♪・１秒)「はっかい」 

５「じゅっかい」(♪・１秒)「じゅっかい」 
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３課 ピザを１つとコーラを１つください 

３課 会話１ （レストランで） レストランで注文をする 

ききましょう・いいましょう （３課 会話１ 本文） 

３課 会話１ あたらしいことば 

メニュー、ピザ、コーラ、カレーライス、パスタ、オレンジジュース、ポテト、紅茶、コーヒー 

練習１ 言ってください。 

例「3人 (♪) 3人です」 

１「5人 (♪・２秒) 5人です」 

２「8人 (♪・２秒) 8人です」 

３「4人 (♪・２秒) 4人です」 

４「7人 (♪・２秒) 7人です」 

５「6人 (♪・２秒) 6人です」 

 

練習 2 言ってください。 

例「よっつ (♪) よっつです」 

１「みっつ (♪・２秒) みっつです」 

２「ななつ (♪・２秒) ななつです」 

３「ふたつ (♪・２秒) ふたつです」 

４「ひとつ (♪・２秒) ひとつです」 

５「いつつ (♪・２秒) いつつです」 

 

練習３ 言ってください。 

例「コーラ・1つ (♪) コーラを 1つください」 

１「カレーライス・3つ (♪・３秒) カレーライスを 3つください」 

２「パスタ・2つ (♪・３秒) パスタを 2つください」 

３「オレンジジュース・5つ (♪・３秒) オレンジジュースを 5つください」 

 

練習４ 言ってください。 

例「ポテト・コーラ (♪) ポテトとコーラ」 

１「カレーライス・紅茶 (♪・２秒) カレーライスと紅茶」 

２「パスタ・コーヒー (♪・２秒) パスタとコーヒー」 

３「ピザ・オレンジジュース (♪・２秒) ピザとオレンジジュース」 

 

練習５ 言ってください。 

例「ポテト・2つ・コーラ・1つ (♪) ポテトを 2つとコーラを 1つください」 

１「カレーライス・2つ・紅茶・2つ (♪・４秒) 

カレーライスを 2つと紅茶を 2つください」 

２「パスタ・3つ・コーヒー・5つ (♪・４秒) 

パスタを 3つとコーヒーを 5つください」 
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３「ピザ・4つ・オレンジジュース・6つ (♪・４秒) 

ピザを 4つとオレンジジュースを 6つください」 

 

 

３課 会話２ （レストランで） わからない料理について聞く 

ききましょう・いいましょう （３課 会話２ 本文） 

３課 会話２ あたらしいことば 

かつカレー、豚肉、ステーキ、牛肉、フライドチキン、寿司、ハンバーガー 

練習１ 答えてください。 

例「これは何ですか。」「かつカレー (♪) かつカレーです。」 

１「これは何ですか。」「フライドチキン (♪・２秒) フライドチキンです。」 

２「これは何ですか。」「すし (♪・２秒) すしです。」 

３「これは何ですか。」「ハンバーガー (♪・２秒) ハンバーガーです。」 

４「これは何ですか。」「ステーキ (♪・２秒) ステーキです。」 

 

練習２ 答えてください。 

例「これは豚肉の料理ですか」「いいえ (♪) いいえ、豚肉の料理ではありません」 

１「これはすしですか」「いいえ (♪・４秒) いいえ、すしではありません」 

２「このかばんは 500円ですか」「いいえ (♪・４秒) いいえ、500円ではありません」 

３「チンさんは日本人ですか」「いいえ (♪・４秒) いいえ、日本人ではありません」 

４「これはボールペンですか」「いいえ (♪・４秒) いいえ、ボールペンではありません」 

５「本田さんは日本語学校の学生ですか」 

「いいえ (♪・４秒) いいえ、日本語学校の学生ではありません」 

 

 

 

４課 ９時から５時までです 

４課 会話１ （バス停で） 今の時間を聞く 

ききましょう・いいましょう （４課 会話１ 本文） 

４課 会話１ あたらしいことば   バス 

練習１ 答えてください。 

例「今、何時ですか」(♪)「8時です。」 

１「今、何時ですか」(♪・３秒)「4時です。」 

２「今、何時ですか」(♪・３秒)「2時 50分です。」 

３「今、何時ですか」(♪・３秒)「6時 5分です。」 

４「今、何時ですか」(♪・３秒)「11時 20分です。」 

５「今、何時ですか」(♪・３秒)「5時 40分です。」 

６「今、何時ですか」(♪・３秒)「9時 35分です。」 

７「今、何時ですか」(♪・３秒)「7時 15分です。」 
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４課 会話２ （アブドラさんの部屋で〔電話での会話〕） 電話で聞く 

ききましょう・いいましょう （４課 会話２ 本文） 

４課 会話２ あたらしいことば   郵便局、銀行、デパート、本屋 

練習１ 答えてください。 

例「郵便局は何時から何時までですか」 

「郵便局は (♪) 郵便局は午前 9時から午後 5時までです」 

１「銀行は何時から何時までですか」 

「銀行は (♪・４秒) 銀行は午前 9時から午後 3時までです」  

２「デパートは何時から何時までですか」 

「デパートは (♪・４秒) デパートは午前 10時から午後 8時までです」 

３「本屋は何時から何時までですか」 

「本屋は (♪・４秒) 本屋は午前 11時から午後 7時 30分までです」  

 

練習２ 答えてください。 

例「休みはいつですか」「土曜日・日曜日 (♪) 土曜日と日曜日です」  

１「休みはいつですか」「火曜日 (♪・３秒) 火曜日です」 

２「休みはいつですか」「金曜日 (♪・３秒) 金曜日です」 

３「休みはいつですか」「月曜日・木曜日 (♪・３秒) 月曜日と木曜日です」 

４「休みはいつですか」「水曜日・土曜日 (♪・３秒) 水曜日と土曜日です」 

 

 

 

５課 サッカーやバスケットボールなどをします 

５課 会話１ （マンションで） 生活の中のトピックについて話す（１） 

ききましょう・いいましょう （５課 会話１ 本文） 

５課 会話１ あたらしいことば 

サッカー、バスケットボール、野球、テニス、勉強、買い物、運転、ゲーム、お祈り、卓球、 

バレーボール 

練習１ 言ってください。 

例「わたし・テニス (♪) わたしはテニスをします」 

１「わたし・勉強 (♪・２秒) わたしは勉強をします」 

２「わたし・買い物 (♪・２秒) わたしは買い物をします」 

３「わたし・運転 (♪・２秒) わたしは運転をします」 

４「わたし・ゲーム (♪・２秒) わたしはゲームをします」 

５「わたし・おいのり (♪・２秒) わたしはおいのりをします」 

 

練習２ 答えてください。 

例「アブドラさんはサッカーをしますか」「はい (♪) はい、サッカーをします」 

１「アブドラさんはバスケットボールをしますか」 
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「はい (♪・３秒) はい、バスケットボールをします」 

２「アブドラさんは野球をしますか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、野球はしません」 

３「アブドラさんは運転をしますか」「はい (♪・３秒) はい、運転をします」 

４「アブドラさんはゲームをしますか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、ゲームはしません」 

 

練習３ 言ってください。 

例「サッカー・バスケットボール (♪) サッカーやバスケットボールなどをします」 

１「野球・テニス (♪・３秒) 野球やテニスなどをします」 

２「バスケットボール・卓球 (♪・３秒) バスケットボールや卓球などをします」 

３「サッカー・バレーボール (♪・３秒) サッカーやバレーボールなどをします」 

 

練習４ 答えてください。 

例「アブドラさんはどんなスポーツをしますか。」 

「サッカー・バスケットボール (♪) サッカーやバスケットボールなどをします。」 

１「アブドラさんはどんなスポーツをしますか。」 

「バレーボール (♪・３秒) バレーボールをします。」 

２「アブドラさんはどんなスポーツをしますか。」 

「卓球・サッカー (♪・３秒) 卓球とサッカーをします。」 

３「アブドラさんはどんなスポーツをしますか。」 

「野球・テニス (♪・３秒) 野球やテニスなどをします。」 

 

 

５課 会話２ （教室で） 生活の中のトピックについて話す（２） 

ききましょう・いいましょう （５課 会話２ 本文） 

５課 会話２ あたらしいことば   お弁当、休憩室、食堂、スーパー、学校、うち、レストラン 

練習１ 答えてください。 

例「どこで昼ごはんを食べますか」「休憩室 (♪) 休憩室で昼ごはんを食べます」 

１「どこで肉を買いますか」「スーパー (♪・３秒) スーパーで肉を買います」 

２「どこで勉強をしますか」「学校 (♪・３秒) 学校で勉強をします」 

３「どこでコーヒーを飲みますか」「うち (♪・３秒) うちでコーヒーを飲みます」 

４「どこで晩ごはんを食べますか」 

「レストラン (♪・３秒) レストランで晩ごはんを食べます」 

 

 

５課 会話３ （マンションで） 生活の中のトピックについて話す（３） 

ききましょう・いいましょう （５課 会話３ 本文） 

５課 会話３ あたらしいことば   お酒、イスラム教徒、映画、サンドイッチ、おにぎり、野菜 

練習１ 答えてください。 

例「休みの日は何をしますか」「よく・買い物 (♪) よく買い物をします」    

１「土曜日は何をしますか」「ときどき・映画 (♪・３秒) ときどき映画を見ます」 
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２「朝ごはんは何を食べますか」 

「よく・サンドイッチ (♪・３秒) よくサンドイッチを食べます」 

「あまり・おにぎり (♪・３秒) あまりおにぎりは食べません」 

３「スーパーで何を買いますか」 

「いつも・野菜 (♪・３秒) いつも野菜を買います」 

「あまり・肉 (♪・３秒) あまり肉は買いません」 

 

練習２ 言ってください。 

例「友達・映画を見ます (♪) 友達と映画を見ます」 

１「友達・おいのりをします (♪・３秒) 友達とおいのりをします」 

２「マリアさん・話します (♪・３秒) マリアさんと話します」 

３「チンさん・買い物をします (♪・３秒) チンさんと買い物をします」 

 

 

 

６課 ８時半ごろ学校へ来ます 

６課 会話１ （教室で） 生活の中のトピックについて話す（４） 

ききましょう・いいましょう （６課 会話１ 本文） 

６課 会話１ あたらしいことば   横浜、電車、リヤド、ジッダ、車、空港、ドバイ、日本、飛行機 

練習１ 答えてください。 

例「うちから学校までどのくらいかかりますか」 

「1時間ぐらい (♪) うちから学校まで 1時間ぐらいかかります」 

１「リヤドからジッダまでどのくらいかかりますか」 

「8時間ぐらい (♪・５秒) リヤドからジッダまで 8時間ぐらいかかります」 

２「空港からうちまでどのくらいかかりますか」 

「30分ぐらい (♪・５秒) 空港からうちまで 30分ぐらいかかります」 

３「日本からドバイまでどのくらいかかりますか」 

「10時間ぐらい (♪・５秒) 日本からドバイまで 10時間ぐらいかかります」 

 

練習２ 答えてください。 

例「何で来ますか」「電車 (♪) 電車で来ます」 

１「何で行きますか」「車 (♪・２秒) 車で行きます」 

２「何で帰りますか」「バス (♪・２秒) バスで帰ります」 

３「何で来ますか」「飛行機 (♪・２秒) 飛行機で来ます」 
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６課 会話２ （教室で） 生活の中のトピックについて話す（５） 

ききましょう・いいましょう （６課 会話２ 本文） 

６課 会話２ あたらしいことば   タクシー 

練習１ 答えてください。 

例「何時に起きますか」「6時 (♪) 6時に起きます」 

１「何時に寝ますか 」「10時ごろ (♪・３秒) 10時ごろ寝ます」 

２「何時に始まりますか 」「7時半 (♪・３秒) 7時半に始まります」 

３「何時に終わりますか 」「1時半 (♪・３秒) 1時半に終わります」 

 

練習２ 言ってください。 

例「うち・出ます (♪) うちを出ます」 

１「教室・出ます (♪・２秒) 教室を出ます」 

２「タクシー・降ります (♪・２秒) タクシーを降ります」 

 

練習３ 言ってください。 

例「学校・来ます (♪) 学校へ来ます」 

１「教室・来ます (♪・２秒) 教室へ来ます」 

２「銀行・行きます (♪・２秒) 銀行へ行きます」 

３「うち・帰ります (♪・２秒) うちへ帰ります」 

 

 

６課 会話３ （教室で） クラスメートと休日にあったことについて話す 

ききましょう・いいましょう （６課 会話３ 本文） 

６課 会話３ あたらしいことば 

結婚式、プレゼント、花、お菓子、掃除、キリン、旅行、チョコレート、Tシャツ、テレビ、洗濯 

練習１ 言ってください。 

例「食べました」(♪)「食べました」 

１「飲みました」(♪・１秒)「飲みました」 

２「作りました」(♪・１秒)「作りました」 

３「掃除をしました」(♪・１秒)「掃除をしました」 

４「先生でした」(♪・１秒)「先生でした」 

５「学生でした」(♪・１秒)「学生でした」 

 

練習２ 言ってください。 

例「みんな・キリンを見ました (♪) みんなでキリンを見ました」 

１「1人・コーヒーを飲みました (♪・３秒) 1人でコーヒーを飲みました」 

２「2人・遊びました (♪・３秒) 2人で遊びました」 

３「みんな・旅行をしました (♪・３秒) みんなで旅行をしました」 

 

 



   

11 

 

練習３ 言ってください。 

例「アブドラさんは (♪) 本田さんにプレゼントをあげました」 

「本田さんは (♪) アブドラさんからプレゼントをもらいました」 

１「ローラさんは (♪・５秒) アブドラさんにチョコレートをあげました」 

「アブドラさんは (♪・５秒) ローラさんからチョコレートをもらいました」 

２「ローラさんは (♪・５秒) マリアさんにかばんをあげました」 

「マリアさんは (♪・５秒) ローラさんからかばんをもらいました」 

３「大野先生は (♪・５秒) アブドラさんに本をあげました」 

「アブドラさんは (♪・５秒) 大野先生から本をもらいました」 

４「アブドラさんは (♪・５秒) チンさんに Tシャツをあげました」 

「チンさんは (♪・５秒) アブドラさんから Tシャツをもらいました」 

５「本田さんは (♪・５秒) 山川さんに花をあげました」 

「山川さんは (♪・５秒) 本田さんから花をもらいました」 

 

練習４ 言ってください。 

例「晩ごはん・テレビを見ました (♪) 晩ごはんの後で、テレビを見ました」 

１「掃除・洗濯をします (♪・４秒) 掃除の後で、洗濯をします」 

２「学校・買い物をしました (♪・４秒) 学校の後で、買い物をしました」 

３「映画・レストランへ行きます (♪・４秒) 映画の後で、レストランへ行きます」 

４「勉強・コーヒーを飲みました (♪・４秒) 勉強の後で、コーヒーを飲みました」 

 

 

 

７課 サウジアラビアの料理を食べたいです 

７課 会話１ （教室で） 人がどこにいるか聞く 

ききましょう・いいましょう （７課 会話１ 本文） 

練習 1 答えてください。 

例「アブドラさんはどこにいますか」 

「アブドラさんは (♪) アブドラさんは休憩室にいます」 

１「ローラさんはどこにいますか」 

「ローラさんは (♪・３秒) ローラさんは教室にいます」 

２「マリアさんはどこにいますか」 

「マリアさんは (♪・３秒) マリアさんは本屋にいます」 

３「山川さんはどこにいますか」 

「山川さんは (♪・３秒) 山川さんは会社にいます」 

４「本田さんはどこにいますか」 

「本田さんは (♪・３秒) 本田さんは大学にいます」 

５「アブドラさんはどこにいますか」 

「アブドラさんは (♪・３秒) アブドラさんはうちにいます」 
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７課 会話２ （休憩室で） チャリティーバザーについて話す 

ききましょう・いいましょう （７課 会話２ 本文） 

７課 会話２ あたらしいことば   写真、窓、シャワー 

練習１ 言ってください。 

例「持ちましょうか」(♪)「持ちましょうか」 

１「写真を撮りましょうか」(♪・２秒)「写真を撮りましょうか」 

２「窓を開けましょうか」(♪・２秒)「窓を開けましょうか」 

３「窓を閉めましょうか」(♪・２秒)「窓を閉めましょうか」 

 

練習２ 言ってください。 

例「サウジアラビアの料理 (♪) サウジアラビアの料理を食べたいです」 

１「コーヒー (♪・３秒) コーヒーを飲みたいです」 

２「Tシャツ (♪・３秒) Tシャツを買いたいです」 

３「映画 (♪・３秒) 映画を見たいです」 

４「勉強 (♪・３秒) 勉強をしたいです」 

５「シャワー (♪・３秒) シャワーを浴びたいです」 

６「デパート (♪・３秒) デパートへ行きたいです」 

７「10時 (♪・３秒) 10時に寝たいです」 

８「バス (♪・３秒) バスに乗りたいです」 

 

 

７課 会話３ （休憩室で） 物がどこにあるか聞く 

ききましょう・いいましょう （７課 会話３ 本文） 

７課 会話３ あたらしいことば   皿、たな、机、いす、鉛筆、りんご、くつ、ねこ、とけい 

練習１ 言ってください。 

例「近く」(♪)「近く」 

１「上」(♪・１秒)「上」 

２「下」(♪・１秒)「下」 

３「左」(♪・１秒)「左」 

４「右」(♪・１秒)「右」 

５「前」(♪・１秒)「前」 

６「後ろ」(♪・１秒)「後ろ」 

７「隣り」(♪・１秒)「隣り」 

８「中」(♪・１秒)「中」 

９「外」(♪・１秒)「外」 

 

練習２ 答えてください。 

例「ノートはどこにありますか」「机の上 (♪) ノートは机の上にあります」 

１「鉛筆はどこにありますか」「机の中 (♪・３秒) 鉛筆は机の中にあります」 

２「かばんはどこにありますか」「机の下 (♪・３秒) かばんは机の下にあります」 
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３「りんごはどこにありますか」「いすの上 (♪・3秒) りんごはいすの上にあります」 

４「くつはどこにありますか」「ねこの左 (♪・３秒) くつはねこの左にあります」 

５「時計はどこにありますか」「窓の近く (♪・３秒) 時計は窓の近くにあります」 

６「帽子はどこにありますか」「ねこの右 (♪・３秒) 帽子はねこの右にあります」 

 

 

 

８課 わたしはこの部屋が好きです 

８課 会話１ （休憩室で） 料理の説明をする 

ききましょう・いいましょう （８課 会話１ 本文） 

８課 会話１ あたらしいことば   カプサ、ビル、部屋、試験 

練習１ 言ってください。 

例「この鉛筆は長いです」(♪)「この鉛筆は長いです」 

１「この鉛筆は短いです」(♪・３秒)「この鉛筆は短いです」 

２「このりんごはおいしいです」(♪・３秒)「このりんごはおいしいです」 

３「このりんごはまずいです」(♪・３秒)「このりんごはまずいです」 

４「このかばんは大きいです」(♪・３秒)「このかばんは大きいです」 

５「このかばんは小さいです」(♪・３秒)「このかばんは小さいです」 

６「このビルは高いです」(♪・３秒)「このビルは高いです」 

７「このビルは低いです」(♪・３秒)「このビルは低いです」 

８「このかばんは重いです」(♪・３秒)「このかばんは重いです」 

９「このかばんは軽いです」(♪・３秒)「このかばんは軽いです」 

10「この部屋は狭いです」(♪・３秒)「この部屋は狭いです」 

11「この部屋は広いです」(♪・３秒)「この部屋は広いです」 

12「この試験は易しいです」(♪・３秒)「この試験は易しいです」 

13「この試験は難しいです」(♪・３秒)「この試験は難しいです」 

14「この腕時計は高いです」(♪・３秒)「この腕時計は高いです」 

15「この腕時計は安いです」(♪・３秒)「この腕時計は安いです」 

16「この Tシャツは新しいです」(♪・３秒)「この Tシャツは新しいです」 

17「この Tシャツは古いです」(♪・３秒)「この Tシャツは古いです」 

18「この人は忙しいです」(♪・３秒)「この人は忙しいです」 

19「今日は暑いです」(♪・３秒)「今日は暑いです」 

20「今日は寒いです」(♪・３秒)「今日は寒いです」 

21「この番組はおもしろいです」(♪・３秒)「この番組はおもしろいです」 

22「この番組はつまらないです」(♪・３秒)「この番組はつまらないです」 

 

練習２ 答えてください。 

例１「易しいですか」「はい (♪) はい、易しいです」 

例２「つまらないですか」「いいえ (♪) いいえ、つまらなくありません」 
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１「新しいですか 」「はい (♪・３秒) はい、新しいです」 

２「安いですか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、安くありません」 

３「重いですか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、重くありません」 

４「忙しいですか」「はい (♪・３秒) はい、忙しいです」 

５「狭いですか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、狭くありません」 

６「おいしいですか」「はい (♪・３秒) はい、おいしいです」 

 

練習３ 答えてください。 

例「カプサはどうですか」「おいしいです (♪) カプサはおいしいです」 

１「この試験はどうですか」「難しいです (♪・３秒) この試験は難しいです」 

２「この番組はどうですか」 

「おもしろいです (♪・３秒) この番組はおもしろいです」 

３「このビルはどうですか」「高いです (♪・３秒) このビルは高いです」 

 

 

８課 会話２ （アブドラさんの部屋で） 部屋の様子について話す 

ききましょう・いいましょう （８課 会話２ 本文） 

８課 会話２ あたらしいことば   ケーキ、海 

練習１ 言ってください。 

例「この人は暇です」(♪)「この人は暇です」 

１「ここは静かです」(♪・２秒)「ここは静かです」 

２「ここはにぎやかです」(♪・２秒)「ここはにぎやかです」 

３「この人は親切です」(♪・２秒)「この人は親切です」 

４「この人はきれいです」(♪・２秒)「この人はきれいです」 

 「この部屋はきれいです」(♪・２秒)「この部屋はきれいです」 

５「これは便利です」(♪・２秒)「これは便利です」 

６「これは不便です」(♪・２秒)「これは不便です」 

７「カプサが好きです」(♪・２秒)「カプサが好きです」 

８「カレーライスが嫌いです」(♪・２秒)「カレーライスが嫌いです」 

 

練習２ 言ってください。 

例「きれいです (♪) わあ、きれいですね」 

１「便利です (♪・２秒) わあ、便利ですね」 

２「にぎやかです (♪・２秒) わあ、にぎやかですね」 

 

練習３ 答えてください。 

例１「この部屋はどうですか」「狭いです・暑いです (♪) この部屋は狭くて暑いです」 

例２「この部屋はどうですか」「静かです・きれいです (♪) この部屋は静かできれいです」 

１「このかばんはどうですか」 

「大きいです・重いです (♪・３秒) このかばんは大きくて重いです」 
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２「このケーキはどうですか」 

「安いです・おいしいです (♪・３秒) このケーキは安くておいしいです」 

３「アブドラさんはどうですか」 

「親切です・おもしろいです (♪・３秒) アブドラさんは親切でおもしろいです」 

４「このレストランはどうですか」 

「きれいです・おいしいです (♪・３秒) このレストランはきれいでおいしいです」 

 

練習４ 言ってください。 

例「サッカー (♪) 私はサッカーが好きです」 

１「カプサ (♪・３秒) 私はカプサが好きです」 

２「ゲーム (♪・３秒) 私はゲームが好きです」 

３「勉強 (♪・３秒) 私は勉強が好きです」 

４「猫 (♪・３秒) 私は猫が好きです」 

５「海 (♪・３秒) 私は海が好きです」 

 

練習５ 言ってください。 

例「ケーキ (♪) 私はケーキが嫌いです」 

１「本 (♪・３秒) 私は本が嫌いです」 

２「カレーライス (♪・３秒) 私はカレーライスが嫌いです」 

３「試験 (♪・３秒) 私は試験が嫌いです」 

 

 

８課 会話３ （マンションで） 普段買い物する店について話す 

ききましょう・いいましょう （８課 会話３ 本文） 

練習１ 答えてください。 

例１「ここはにぎやかですか」「はい (♪) はい、にぎやかです」 

例２「今、ひまですか 」「いいえ (♪) いいえ、ひまではありません」 

１「ここは静かですか 」「はい (♪・３秒) はい、静かです」 

２「これは便利ですか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、便利ではありません」 

３「このへやはきれいですか」「はい (♪・３秒) はい、きれいです」 

４「ここはにぎやかですか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、にぎやかではありません」 

５「カプサが好きですか」「はい (♪・３秒) はい、好きです」 

６「カプサが嫌いですか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、嫌いではありません」 

 

練習２ 答えてください。 

例「このかばんはどうですか」 

「大きいです・軽いです (♪) このかばんは大きいですが、軽いです」 

１「このかばんはどうですか」 

「小さいです・重いです (♪・３秒) このかばんは小さいですが、重いです」 

２「この部屋はどうですか」 
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「きれいです・狭いです (♪・３秒) この部屋はきれいですが、狭いです」 

３「この部屋はどうですか」 

「広いです・安いです (♪・３秒) この部屋は広いですが、安いです」 

４「このりんごはどうですか」 

「高いです・まずいです (♪・３秒) このりんごは高いですが、まずいです」 

５「日本語はどうですか」 

「好きです・難しいです (♪・３秒) 日本語は好きですが、難しいです」 

 

 

 

９課 沖縄には大きい水族館があります 

９課 会話１ （教室で） 長い休みの予定について話す 

ききましょう・いいましょう （９課 会話１ 本文） 

９課 会話１ あたらしいことば   沖縄、水族館、メッカ、東京、スカイツリー 

練習１ 答えてください。 

例「どんなところですか 」「静かです (♪) 静かなところです」 

１「どんな町ですか 」「にぎやかです (♪・２秒) にぎやかな町です」 

２「どんなところですか」「暑いです (♪・２秒) 暑いところです」 

３「どんな人ですか」「親切です (♪・２秒) 親切な人です」 

４「どんなかばんですか 」「大きいです (♪・２秒) 大きいかばんです」 

５「どんな部屋ですか」「広いです (♪・２秒) 広い部屋です」 

 

練習２ 答えてください。 

例「沖縄には何がありますか 」「大きい水族館 (♪) 沖縄には大きい水族館があります」 

１「サウジアラビアには何がありますか 」 

「メッカ (♪・３秒) サウジアラビアにはメッカがあります」 

２「東京には何がありますか 」 

「スカイツリー (♪・３秒) 東京にはスカイツリーがあります」 

３「ドバイには何がありますか 」「高いビル (♪・３秒) ドバイには高いビルがあります」 

 

練習３ 言ってください。 

例「いいところ (♪) へえ、いいところですね」 

１「おもしろいです (♪・２秒) へえ、おもしろいですね」 

２「にぎやかな町 (♪・２秒) へえ、にぎやかな町ですね」 
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９課 会話２ （沖縄の海で） 人を誘う/OKする 

ききましょう・いいましょう （９課 会話２ 本文） 

９課 会話２ あたらしいことば   魚、砂漠、ラクダ、犬、動物園 

練習１ 言ってください。 

例「海の中・魚 (♪) 海の中に魚がいます」 

１「砂漠・ラクダ (♪・２秒) 砂漠にラクダがいます」 

２「うちの外・猫 (♪・２秒) うちの外に猫がいます」 

３「車の前・犬 (♪・２秒) 車の前に犬がいます」 

４「動物園・キリン (♪・２秒) 動物園にキリンがいます」 

 

練習２ 答えてください。 

例「水族館へ行きます (♪) 水族館へ行きませんか」 

「いいですね (♪) いいですね。行きましょう」 

１「ケーキを食べます (♪・２秒) ケーキを食べませんか」 

「いいですね (♪・２秒) いいですね。食べましょう」 

２「デパートへ行きます (♪・２秒) デパートへ行きませんか」 

「いいですね (♪・２秒) いいですね。行きましょう」 

３「映画を見ます (♪・２秒) 映画を見ませんか」 

「いいですね (♪・２秒) いいですね。見ましょう」 

 

 

９課 会話３ （教室で） 旅行の思い出を話す 

ききましょう・いいましょう （９課 会話３ 本文） 

９課 会話３ あたらしいことば   メール、ケバブ、パソコン、ナイフ、フォーク 

練習１ 言ってください。 

例「おいしいです (♪) おいしかったです」 

１「暑いです (♪・１秒) 暑かったです」 

２「遠いです (♪・１秒) 遠かったです」 

３「おもしろいです (♪・１秒) おもしろかったです」 

４「からいです (♪・１秒) からかったです」 

５「近いです (♪・１秒) 近かったです」 

 

練習２ 言ってください。 

例「きれいです (♪) きれいでした」 

１「便利です (♪・２秒) 便利でした」 

２「にぎやかです (♪・２秒) にぎやかでした」 

３「親切です (♪・２秒) 親切でした」 

４「ひまです (♪・２秒) ひまでした」 

５「静かです (♪・２秒) 静かでした」 
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練習３ 言ってください。 

例「写真 (♪) 写真が欲しいです」 

１「ケバブ (♪・２秒) ケバブが欲しいです」 

２「腕時計 (♪・２秒) 腕時計が欲しいです」 

３「帽子 (♪・２秒) 帽子が欲しいです」 

４「大きいかばん (♪・２秒) 大きいかばんが欲しいです」 

５「新しい Tシャツ (♪・２秒) 新しい Tシャツが欲しいです」 

 

練習４ 言ってください。 

例「メール (♪) メールで送ります」 

１「鉛筆 (♪・２秒) 鉛筆で書きます」 

２「パソコン (♪・２秒) パソコンで仕事をします」 

３「ナイフ・フォーク (♪・２秒) ナイフとフォークで食べます」 

 

 

 

１０課 教科書を読んでください 

１０課 会話１ （教室で） 先生から注意される 

ききましょう・いいましょう （１０課 会話１ 本文） 

１０課 会話１ あたらしいことば 授業、水 

練習１ 言ってください。 

例「読んでください」(♪)「読んでください」 

１「聞いてください」(♪・２秒)「聞いてください」 

２「書いてください」(♪・２秒)「書いてください」 

３「飲んでください」(♪・２秒)「飲んでください」 

４「開けてください」(♪・２秒)「開けてください」 

５「教えてください」(♪・２秒)「教えてください」 

６「起きてください」(♪・２秒)「起きてください」 

７「勉強してください」(♪・２秒)「勉強してください」 

８「来てください」(♪・２秒)「来てください」 

 

練習２ 言ってください。 

例「寝ないでください」(♪)「寝ないでください」 

１「話さないでください」(♪・２秒)「話さないでください」 

２「撮らないでください」(♪・２秒)「撮らないでください」 

３「開けないでください」(♪・２秒)「開けないでください」 

４「見ないでください」(♪・２秒)「見ないでください」 

５「食べないでください」(♪・２秒)「食べないでください」 

６「忘れないでください」(♪・２秒)「忘れないでください」 
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７「来ないでください」(♪・２秒)「来ないでください」 

８「しないでください」(♪・２秒)「しないでください」 

 

練習３ 言ってください。 

例「授業・寝ません (♪) 授業のとき、寝ないでください」 

１「授業・書きます (♪・４秒) 授業のとき、書いてください」 

２「授業・食べません (♪・４秒) 授業のとき、食べないでください」 

３「授業・聞きます (♪・４秒) 授業のとき、聞いてください」 

４「試験・話しません (♪・４秒) 試験のとき、話さないでください」 

５「試験・見ません (♪・４秒) 試験のとき、見ないでください」 

 

練習４ 言ってください。 

例「毎日使います・教科書を忘れません (♪)  

毎日使いますから、教科書を忘れないでください」 

１「暑いです・水を飲みます (♪・４秒) 暑いですから、水を飲んでください」 

２「明日試験をします・今晩ゲームをしません (♪・４秒)  

明日試験をしますから、今晩ゲームをしないでください」 

３「難しいです・数学を教えます (♪・４秒) 難しいですから、数学を教えてください」 

４「寒いです・窓を開けません (♪・４秒) 寒いですから、窓を開けないでください」 

５「試験です・鉛筆で書きます (♪・４秒) 試験ですから、鉛筆で書いてください」 

 

 

１０課 会話２ （教室で） 授業の後ですることについて話す 

ききましょう・いいましょう （１０課 会話２ 本文） 

練習１ 言ってください。 

例「うちへ帰ります・晩ごはんを作ります (♪) うちへ帰って、晩ごはんを作ります」 

１「晩ごはんを食べます・コーヒーを飲みます (♪・３秒)  

晩ごはんを食べて、コーヒーを飲みます」 

２「コーヒーを飲みます・勉強します (♪・３秒) コーヒーを飲んで、勉強します」 

３「勉強します・シャワーを浴びます (♪・３秒) 勉強して、シャワーを浴びます」 

 

練習２ 答えてください。 

例「いつ宿題をしますか」「シャワー (♪) シャワーの前に宿題をします」 

１「いつ歯を磨きますか」「朝ごはん (♪・３秒) 朝ごはんの前に歯を磨きます」 

２「いつ掃除をしますか」「洗濯 (♪・３秒) 洗濯の前に掃除をします」 

３「いつ晩ごはんを作りますか」「宿題 (♪・３秒) 宿題の前に晩ごはんを作ります」 
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１０課 会話３ （教室で） 電車のマナーについて話す 

ききましょう・いいましょう （１０課 会話３ 本文） 

１０課 会話３ あたらしいことば   スマートフォン、タバコ 

練習１ 答えてください。 

例１「電車の中で携帯電話を使ってもいいですか」「はい (♪) はい、使ってもいいです」 

例２「写真を撮ってもいいですか」「いいえ (♪) いいえ、撮ってはいけません」 

１「このおにぎりを食べてもいいですか」「はい (♪・３秒) はい、食べてもいいです」 

２「今、教室に入ってもいいですか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、入ってはいけません」 

３「ここでタクシーを止めてもいいですか」 

「いいえ (♪・２秒) いいえ、止めてはいけません」 

４「ここでタバコを吸ってもいいですか」「はい (♪・３秒) はい、吸ってもいいです」 

５「教室でコーヒーを飲んでもいいですか」「はい (♪・３秒) はい、飲んでもいいです」 

６「試験のとき、話してもいいですか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、話してはいけません」 

 

 

 

１1課 大学で工学を勉強しています 

１1課 会話１ （道で〔電話での会話〕） 都合を聞いて誘う/断る 

ききましょう・いいましょう （１1課 会話１ 本文） 

１1課 会話１ あたらしいことば   ジム 

練習１ 答えてください。 

例「今、何をしていますか」「歩きます (♪) 今、歩いています」 

１「今、何をしていますか」 

「昼ごはんを食べます (♪・３秒) 今、昼ごはんを食べています」 

２「今、何をしていますか」「掃除をします (♪・３秒) 今、掃除をしています」 

３「今、何をしていますか」「テレビを見ます (♪・３秒) 今、テレビを見ています」 

４「今、何をしていますか」 

「チンさんと話します (♪・３秒) 今、チンさんと話しています」 

５「今、何をしていますか」「車に乗ります (♪・３秒) 今、車に乗っています」 

 

練習２ 言ってください。 

例「毎日・トレーニングをします (♪) 毎日トレーニングをしています」 

１「毎朝・コーヒーを飲みます (♪・３秒) 毎朝コーヒーを飲んでいます」 

２「毎日・料理を作ります (♪・３秒) 毎日料理を作っています」 

３「毎晩・テレビを見ます (♪・３秒) 毎晩テレビを見ています」 
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１1課 会話２ （教室で） 家族について話す 

ききましょう・いいましょう （１1課 会話２ 本文） 

１1課 会話２ あたらしいことば 

ご家族、ニューヨーク、記者、工学、お金、富士山、アブダビ、病院 

練習１ 言ってください。 

例１「お仕事」(♪)「お仕事」 

例２「ご家族」(♪)「ご家族」 

１「お国」(♪・１秒)「お国」 

２「お祈り」(♪・１秒)「お祈り」 

３「お弁当」(♪・１秒)「お弁当」 

４「お酒」(♪・１秒)「お酒」 

５「お菓子」(♪・１秒)「お菓子」 

６「お金」(♪・１秒)「お金」 

７「ご出身」(♪・１秒)「ご出身」 

８「ご両親」(♪・１秒)「ご両親」 

 

練習２ 言ってください。 

例「おじいさん」(♪)「私の祖父」 

１「おばあさん」(♪・１秒)「私の祖母」 

２「お父さん」(♪・１秒)「私の父」 

３「お母さん」(♪・１秒)「私の母」 

４「お兄さん」(♪・１秒)「私の兄」 

５「お姉さん」(♪・１秒)「私の姉」 

６「弟さん」(♪・１秒)「私の弟」 

７「妹さん」(♪・１秒)「私の妹」 

 

練習３ 言ってください。 

例「住みます (♪) ニューヨークに住んでいます」 

１「知ります (♪・２秒) 富士山を知っています」 

２「住みます (♪・２秒) アブダビに住んでいます」 

３「知ります (♪・２秒) スカイツリーを知っています」 

 

練習４ 言ってください。 

例「大学・工学を勉強します (♪) 大学で工学を勉強しています」 

１「病院・働きます (♪・２秒) 病院で働いています」 

２「アメリカ・数学を勉強します (♪・２秒) アメリカで数学を勉強しています」 

３「日本語学校・働きます (♪・２秒) 日本語学校で働いています」 

 

 

 



   

22 

 

１2課 開けてみてください 

１2課 会話１ （教室で） 先輩の卒業のプレゼントについて話す 

ききましょう・いいましょう （１2課 会話１ 本文） 

１2課 会話１ あたらしいことば   卒業式 

練習１ 言ってください。 

例「学校が終わります・デパートへ行きます (♪)  

学校が終わってから、デパートへ行きます」 

１「トレーニングが終わります・晩ごはんを食べます (♪・４秒)  

トレーニングが終わってから、晩ごはんを食べます」 

２「勉強をします・ゲームをします (♪・４秒) 勉強をしてから、ゲームをします」 

３「シャワーを浴びます・寝ます (♪・４秒) シャワーを浴びてから、寝ます」 

 

 

１2課 会話２ （教室で） 先輩に卒業のプレゼントを渡す 

ききましょう・いいましょう （１2課 会話２ 本文） 

練習１ 言ってください。 

例「開けます (♪) 開けてみます」 

１「食べます (♪・２秒) 食べてみます」 

２「飲みます (♪・２秒) 飲んでみます」 

３「着ます (♪・２秒) 着てみます」 

４「はきます (♪・２秒) はいてみます」 

５「します (♪・２秒) してみます」 

 

 

 

１3課 バスで行くことができますよ 

１3課 会話１ （教室で） 目的地への行き方を聞く 

ききましょう・いいましょう （１3課 会話１ 本文） 

１3課 会話１ あたらしいことば   バスターミナル、交流会 

練習１ 答えてください。 

例「どうやって富士山へ行きますか」「バス (♪) バスで行きます」 

１「どうやって学校へ来ますか」「電車とバス (♪・３秒) 電車とバスで来ます」 

２「どうやって日本人の友達を作りますか」 

「交流会に参加します (♪・３秒) 交流会に参加してください」 

３「どうやって日本語を勉強しますか」 

「たくさん話します (♪・３秒) たくさん話してください」 
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練習２ 言ってください。 

例「行くことができます」(♪)「行くことができます」 

１「読むことができます」(♪・２秒)「読むことができます」 

２「乗ることができます」(♪・２秒)「乗ることができます」 

３「書くことができます」(♪・２秒)「書くことができます」 

４「食べることができます」(♪・２秒)「食べることができます」 

５「寝ることができます」(♪・２秒)「寝ることができます」 

６「出ることができます」(♪・２秒)「出ることができます」 

７「勉強することができます」(♪・２秒)「勉強することができます」 

８「来ることができます」(♪・２秒)「来ることができます」 

 

練習３ 言ってください。 

例「まっすぐ行きます・バスターミナル (♪)  

まっすぐ行くと、バスターミナルがあります」 

１「まっすぐ行きます・銀行 (♪・４秒) まっすぐ行くと、銀行があります」 

２「右へ曲がります・病院 (♪・４秒) 右へ曲がると、病院があります」 

３「左へ曲がります・レストラン (♪・４秒) 左へ曲がると、レストランがあります」 

 

 

 

１4課 さいふをなくしてしまいました！ 

１4課 会話１ （教室で） 先生になくしたもののことで相談をする（１） 

ききましょう・いいましょう （１4課 会話１ 本文） 

１4課 会話１ あたらしいことば   さいふ、カード、雨 

練習１ 言ってください。 

例「なくします (♪) なくしてしまいました」 

１「寝ます (♪・２秒) 寝てしまいました」 

２「忘れます (♪・２秒) 忘れてしまいました」 

３「食べます (♪・２秒) 食べてしまいました」 

 

練習２ 言ってください。 

例「電車の中にあります (♪) さいふは電車の中にあるかもしれません」 

１「富士山へ行きます (♪・４秒) 富士山へ行くかもしれません」 

２「雨が降ります (♪・４秒) 雨が降るかもしれません」 

３「学校を休みます (♪・４秒) ローラさんは明日学校を休むかもしれません」 
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１4課 会話２ （教室で） 先生になくしたもののことで相談をする（２） 

ききましょう・いいましょう （１4課 会話２ 本文） 

１4課 会話２ あたらしいことば   警察、新聞、薬 

練習１ 答えてください。 

例１「もう警察へいきましたか」「いいえ (♪) いいえ、まだ行っていません」 

例２「もう新聞を読みましたか」「はい (♪) はい、もう読みました」 

１「もう晩ごはんを食べましたか」「はい (♪・３秒) はい、もう食べました」 

２「もう宿題を出しましたか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、まだ出していません」 

３「もう薬を飲みましたか」「はい (♪・３秒) はい、もう飲みました」 

４「もうお祈りをしましたか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、まだしていません」 

５「もうプレゼントを買いましたか」「いいえ (♪・３秒) いいえ、まだ買っていません」 

 

練習２ 答えてください。 

例「どうしたらいいですか」「警察へ行きます (♪) 警察へ行ったほうがいいですよ」 

１「どうしたらいいですか」「先生に聞きます (♪・４秒) 先生に聞いたほうがいいですよ」 

２「どうしたらいいですか」「病院へ行きます (♪・４秒) 病院へ行ったほうがいいですよ」 

３「どうしたらいいですか」「水をあげます (♪・４秒) 水をあげたほうがいいですよ」 

 

 

 

１5課 わたしの趣味は料理を作ることです 

１5課 会話１ （交流会で） サウジアラビアについて紹介する 

ききましょう・いいましょう （１5課 会話１ 本文） 

１5課 会話１ あたらしいことば   メディナ、春、医者 

練習１ 答えてください。 

例「日本・サウジアラビア・暑いです (♪) 日本とサウジアラビアとどちらが暑いですか」 

「サウジアラビア (♪) サウジアラビアの方が暑いです」 

１「犬・猫・多いです (♪・６秒) 犬と猫とどちらが多いですか」 

「猫 (♪・４秒) 猫の方が多いです」 

２「コーラ・オレンジジュース・好きです (♪・６秒)  

コーラとオレンジジュースとどちらが好きですか」 

「コーラ (♪・４秒) コーラのほうが好きです」 

３「リームさんのかばん・チンさんのかばん・大きいです (♪・６秒)  

リームさんのかばんとチンさんのかばんとどちらが大きいですか」 

「リームさんのかばん (♪・４秒) リームさんのかばんの方が大きいです」 

 

練習２ 言ってください。 

例「50度ぐらい (♪) 50度ぐらいになります」 

１「8時 (♪・２秒) 8時になります」 
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２「春 (♪・２秒) 春になります」 

３「医者 (♪・２秒) 医者になります」 

 

１5課 会話２ （交流会で） 好きなことについて話す 

ききましょう・いいましょう （１5課 会話２ 本文） 

１5課 会話２ あたらしいことば   日本料理、趣味、マンガ、絵 

練習１ 答えてください。 

例「日本料理・好きです (♪) 日本料理の中で何が一番好きですか」 

 「寿司 (♪) 寿司が一番好きです」 

１「サウジアラビアの料理・おいしいです (♪・６秒)  

サウジアラビアの料理の中で何が一番おいしいですか」 

 「カプサ (♪・４秒) カプサが一番おいしいです」 

２「勉強・難しいです (♪・６秒) 勉強の中で何が一番難しいですか」 

 「数学 (♪・４秒) 数学が一番難しいです」 

３「チンさんとローラさんと大野先生・背が高いです (♪・７秒)  

チンさんとローラさんと大野先生の中でだれが一番背が高いですか」 

 「ローラさん (♪・４秒) ローラさんが一番背が高いです」 

４「ジッダと東京とニューヨーク・暑いです (♪・７秒)  

ジッダと東京とニューヨークの中でどこが一番暑いですか」 

「ジッダ (♪・４秒) ジッダが一番暑いです」 

５「猫と犬とラクダ・大きいです (♪・６秒)  

猫と犬とラクダの中でどれが一番大きいですか」 

「ラクダ (♪・４秒) ラクダが一番大きいです」 

 

練習２ 言ってください。 

例「料理を作ります (♪) 私の趣味は料理を作ることです」 

１「泳ぎます (♪・３秒) 私の趣味は泳ぐことです」 

２「絵を描きます (♪・３秒) 私の趣味は絵を描くことです」 

３「旅行をします (♪・３秒) 私の趣味は旅行をすることです」 

 

練習３ 言ってください。 

例「料理を作ります (♪) 私は料理を作ることが好きです」 

１「泳ぎます (♪・３秒) 私は泳ぐことが好きです」 

２「絵を描きます (♪・３秒) 私は絵を描くことが好きです」 

３「旅行をします (♪・３秒) 私は旅行をすることが好きです」 

 

練習４ 答えてください。 

例「授業の後で、何をしますか」 

「スポーツをします・マンガを読みます (♪)  

スポーツをしたりマンガを読んだりします」 
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１「授業の後で、何をしますか」 

「洗濯をします・料理を作ります (♪５秒) 洗濯をしたり料理を作ったりします」 

２「週末、何をしますか」 

「映画を見ます・買い物をします (♪・５秒) 映画を見たり買い物をしたりします」 

３「晩ごはんの前に、何をしますか」 

「ジムへ行きます・テレビを見ます (♪・５秒) ジムへ行ったりテレビを見たりします」 


