
ないよういちらん　『まるごと　日本のことばと文化』	初
しょきゅう

級	1	A2＜りかい＞

トピック か
ことば

かいわとぶんぽう　きほんぶん どっかい さくぶん
かんじ

1
私と	かぞく

p21

だい1か
東京に	
すんでいます

・かぞくと しんせき ・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。
・でんしゃの かいしゃで はたらいています。
・かいしゃまで でんしゃで 行きます。

「まごからの メール」 「私の かぞく」

私、父、母、子ども、男、女、
人（ひと）、お父さん、お母さん、
何人

だい2か
しゅみは	
クラシックを	
聞くことです

・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。
・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。

「私の しゅみ」 「私の しゅみ」*

国、外国、〜語（日本語、英語、
中国語）、〜人（日本人）、好き、
本、読書、何

ことばと文化 はじめて 会った 人と 話すこと

2
きせつと	
天気

p37

だい3か
日本は	今、春です

・きせつ
・しぜん

・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。

「今、どんな 
きせつですか」

「好きな きせつ」

春、夏、秋、冬、今、花、海、山、
川

だい 4か
いい	天気ですね

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

「京都からの てがみ」 「てがみでの あいさつ」*

今日、天気、晴れ、雨、雪、雲、
風、空

ことばと文化 道で だれかに 会った とき

3
私の	町

p53

だい5か
この	こうえんは	
広くて、きれいです

・町の ようす
・町に ある 店など

・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、人気が あります。
・この ゆうえんちは たのしいけど、高いです。
・この 町は ちょっと ふべんだけど、たのしいで

す。
・ここは ゆうえんちだけど、おとなも 多いです。
・この あたりに 高い ビルや ホテルが あります。

「東京まちあるき
- 吉祥寺 -」

「私の 町」

町、店、人気、多い、少ない、
高い、安い、広い

だい 6か
まっすぐ	
行って	ください

・通りに あるもの
・たてものの ようす

・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。
・日本てきで おもしろい たてものです。
・左じゃなくて、右です。

「小さくて かわいい 店」 「私の 好きな ばしょ」*

道、通り、右、左、一つ、二つ、
赤い、青い、黒い、白い

4
出かける

p69

だい7か
10 時でも	
いいですか

・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 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。

「待ちあわせ」 「ちこくの れんらくの 
メール」

時間、場所、駅、日、出かけます、
待ちます、止まります

だい 8か
もう	やけいを	
見に	行きましたか

・出かけた ときに する かつど
う

・しせつに あるもの

・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 前に、さんぽを します。
・朝ごはんの 後で、仕事を します。

「おすしは もう 
食べました」

「さそいの メール」*

食事、仕事、前、後、朝、昼、夜、
乗ります

ことばと文化 待ちあわせに おくれる とき

5
外国語と
外国文化

p85

だい9か
日本語は	
はつおんが	
かんたんです

・ことばの べんきょう
・学校

・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」 「私と 外国語」

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
いつか	日本に	
行きたいです

・文化てきな かつどう ・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。
・日本人と 日本語で 話してみます。
・いっしょに 駅に 行きましょうか。

「私の 町の 外国文化」 「私と 外国文化」*

文化、音楽、旅行、留学、友だち、
楽しい、週、〜回（2 回）

テストとふりかえり	1　p101-p102

トピック か
ことば

かいわとぶんぽう　きほんぶん どっかい さくぶん
かんじ

6
そとで	
食べる

p103

だい11か
何を	
持っていきますか

・そとで 食べる かつどう
・食べ物、飲み物、しょっき

・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。
・飲み物は お茶と ジュースと どちらが いいです

か。
　…私は お茶が いいです。

「ピクニックの れんらく」 「バーベキューの 
れんらくの メール」

食べ物、飲み物、お茶、お酒、
作ります、持っていきます、お
願いします

だい12か
おいしそうですね

・味
・食べ物の ざいりょう

・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。

「せかいの 
食べ物クイズ」

「おすすめの 食べ物」*

料理、味、色、野菜、少し、中、
入っています

ことばと文化 きらいな 食べものを すすめられた とき

7
出張

p119

だい13か
たなかさんに	
会ったことが	
あります

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

「出張の れんらく」 「出張の あいさつの 
メール」

会社、本社、支社、出張、空港、
出発、到着、午前、午後

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」 「おれいの メール」*

自分、電話、電気、電車、車、
送ります、使います、借ります

ことばと文化 日本語を ほめられた とき

8
けんこう

p135

だい15か
たいそうすると	
いいですよ

・体
・体の ちょうし

・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」 「けんこうそうだん」

体、頭、目、口、耳、手、足、上、
下

だい16か
走ったり、泳いだり	
しています

・けんこうの ための かつどう
・ていど、ひんど

・けんこうの ために ヨガを したり、走ったり し
ています。

・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。

「ジムの 使いかた」 「私の けんこうほう」*

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

9
お祝い

p151

だい17か
誕生日に	
もらったんです

・プレゼントを あげる とき
・プレゼント

・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。
・あかちゃんが 着る もの

「プレゼントの 
しゅうかん」

「プレゼントの おもいで」

お祝い、誕生日、結婚、絵、写真、
時計、着ます

だい18か
パーティーが	
いいと	思います

・きもち ・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。

「おめでとう！」 「にっき」*

先〜（先週）、今〜（今月）、来〜（来
年）、今年、去年、家、思いま
す

ことばと文化 プレゼントを もらった とき

テストとふりかえり	2　p168-p169

＊ PDF のみ：URL→ p9
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Topic Lesson
Vocabulary Basic sentences in Conversation 

& Grammar
Reading Writing

Kanji

1
My	family	and	
myself
Watashi	to	
kazoku

p21

Lesson	1
We	live	in	Tokyo

Tookyoo	ni	sunde	
imasu

・Family and relatives ・Watashi wa Tookyoo ni sunde imasu.
・Watashi wa densha no kaisha de hataraite imasu.
・Tookyoo ni sunde imasu.
・Densha no kaisha de hataraite imasu.
・Kaisha made densha de ikimasu.

An E-mail from my 
grandchild

My family

私、父、母、子ども、男、女、
人（ひと）、お父さん、お母さ
ん、何人

Lesson	2
My	hobby	is	listening	
to	classical	music

Shumi	wa	kurashikku	
o	kiku	koto	desu

・Hobbies ・Shumi wa kurashikku o kiku koto desu.
・Kodomo no toki, yoku Nihon no anime o 

mimashita.
・Wakai toki, yoku ryokoo-shimashita.
・Himana toki, ryoori o tsukurimasu.

My hobby My hobby*

国、外国、〜語（日本語、英語、
中国語）、〜人（日本人）、好き、
本、読書、何

Language	and		Culture What you talk about when you meet someone for the first time

2
Seasons	and	
weather
Kisetsu	to	
tenki

p37

Lesson	3
It's	spring	now	in	
Japan

Nihon	wa	ima,	haru	
desu

・Seasons
・Nature

・San-gatsu goro, haru ni narimasu.
・San-gatsu goro, dandan atatakaku narimasu.
・Kooen ga kiree ni narimasu.
・Watashi wa natsu ga suki desu.
・Watashi wa atsui no wa sukijanai desu.
・Natsu-yasumi ga arimasu kara, natsu ga 

ichiban suki desu.

What season is it 
now?

My favourite 
season

春、夏、秋、冬、今、花、海、
山、川

Lesson	4
It's	a	nice	day	isn't	it?

Ii	tenki	desu	ne

・Weather ・Kinoo wa sugoi ame deshita ne.
・Kinoo wa samukatta desu.
・Kyoo wa ii tenki ni narimashita ne.
・Ima, yuki ga futte imasu.

Postcards from 
Kyoto

Expressions used 
at the beginning of 
a letter*今日、天気、晴れ、雨、雪、雲、

風、空

Language	and		Culture When you meet an acquaintance on the street

3
My	town
Watashi	no	
machi

p53

Lesson	5
This	park	is	big	and	
beautiful

Kono	kooen	wa	
hirokute,	kiree	desu

・What's the town like?
・Shops etc.

・Kono mise wa yasukute, benri desu.
・Kono atari wa nigiyakade, omoshiroi desu.
・Kono atari wa atarashii machi de, ninki ga 

arimasu.
・Kono Yuuenchi wa tanoshii kedo, takai desu.
・Kono machi wa chotto fubenda kedo, tanoshii 

desu.
・Koko wa yuuenchida kedo, otona mo ooi desu.
・Kono atari ni takai biru ya hoteru ga arimasu.

Exploring Tokyo 
on foot -Kichijooji -

My town

町、店、人気、多い、少ない、
高い、安い、広い

Lesson	6
Please	go	straight

Massugu	itte	kudasai

・Things  found in the street
・What buildings look like

・Massugu itte kudasai.
・Massugu itte, shingoo o migi ni magatte 

kudasai.
・Ano ookikute shiroi biru desu.
・Nihon-tekide omoshiroi tatemono desu.
・Hidari janakute, migi desu.

A lovely little shop My favorite place*

道、通り、右、左、一つ、二つ、
赤い、青い、黒い、白い

4
Going	out
Dekakeru

p69

Lesson	7
Is	ten	o'clock	OK?

Juu-ji	de	mo	ii	desu	ka

・Things people do when 
they meet someone

・Places where people meet
・Reasons for being late

・Juu-ji demo ii desu ka.
・Juutai de, okuremasu.
・Michi ni mayotte, okuremasu.

Meeting a friend E-mail to say you'll 
be late

時間、場所、駅、日、出かけ
ます、待ちます、止まります

Lesson	8
Have	you	been	to	see	
the	night	view	yet?

Moo	yakee	o	mi	ni	
ikimashita	ka

・Things to do when you go 
out

・Things displayed in public 
facilities

・Moo bijutsukan ni ikimashita ka.
　…Iie, mada desu.
・Kaimono ni ikimasu.
・Sakura o mini ikimasu.
・Asa-gohan no mae ni, sanpo o shimasu.
・Asa-gohan no ato de, shigoto o shimasu.

I've eaten Sushi 
already

E-mail to invite 
a friend on an 
outing*

食事、仕事、前、後、朝、昼、
夜、乗ります

Language	and		Culture When you are going to be late to meet someone

5
Languages	
and	cultures	
of	other	
countries
Gaikokugo	
to	gaikoku-
bunka

p85

Lesson	9
Japanese	is	easy	to	
pronounce

Nihongo	wa	hatsuon	
ga	kantan	desu

・Language study
・School

・Supeingo wa tango ga kantan desu.
・Chuugokugo wa hanasu no ga omoshiroi desu.
・Kono kotoba no imi o oshiete kudasai masen 

ka.
・Kono kanji no yomikata ga wakarimasen.

Could you do me a 
favour?

My experience of 
learning foreign 
languages

学校、小学校、中学校、高校、
大学、先生、学生、〜年生（１
年生）、勉強

Lesson	10
I'd	like	to	go	to	Japan	
some	day

Itsuka	Nihon	ni	ikitai	
desu

・Cultural activities ・Hon'yaku no shigoto o shitai desu.
・Shuu ni ikkai furamenko o naratte imasu.
・Nihonjin to Nihongo de hanashite mimasu.
・Issho ni eki ni ikimashoo ka.

The cultures of 
other countries in 
my town

The cultures of 
other countries 
which I am 
interested in*

文化、音楽、旅行、留学、友
だち、楽しい、週、〜回（2 回）

Test	and	Reflection	1			p101-p102

Topic Lesson
Vocabulary Basic sentences in Conversation 

& Grammar
Reading Writing

Kanji

6
Eating	
outdoors
Soto	de	
taberu

p103

Lesson	11
What	are	you	going	to	
take	to	the	picnic?

Nani	o	motte	ikimasu	
ka

・Eating outdoors
・Food, drinks and tableware 

for a picnic

・Watashi wa osushi o tsukutte ikimasu.
・Watashi wa osushi o tsukutte kimashita.
・Kudamono wa nan demo suki desu.
・Nomimono wa ocha to juusu to dochira ga ii 

desu ka.
　…Watashi wa ocha ga ii desu.

E-mail about a 
picnic

E-mail about a 
barbecue

食べ物、飲み物、お茶、お酒、
作ります、持っていきます、お
願いします

Lesson	12
It	looks	delicious

Oishisoo	desu	ne

・Food: Tastes
・Food: Ingredients

・Sono osushi, oishisoo desu ne.
・Sore, benrisoona naifu desu ne.
・Atatakakute, oishii desu. 
　/ Karakunakute, oishii desu.
・Shinsende, oishii desu. 
　/ Nigatejanakute, yokatta desu.

Quiz: 'World Foods' Food I recommend*

料理、味、色、野菜、少し、中、
入っています

Language	and		Culture When you are offered food you do not like

7
Business	
trips
Shucchoo

p119

Lesson	13
I	have	met	Mr.	Tanaka	
before

Tanaka-san	ni	atta	
koto	ga	arimasu

・Business trips ・Gaikoku ni itta koto ga arimasu.
・Kono heya wa samusugimasu.
・Kono heya wa shizukasugimasu.
・Kinoo no yoru nomisugimashita.
・Kono hoteru wa furui desu ga, kiree desu.

E-mail to a visitor 
coming on a 
business trip

E-mail from a 
visitor coming on 
a business trip会社、本社、支社、出張、空港、

出発、到着、午前、午後

Lesson	14
May	I	use	this?

Kore,	tsukattemo	ii	
desu	ka

・Things found in an office
・Staff

・Kono kaisha ni haitte juu-nen ni narimasu.
・Pen o karitemo ii desu ka.

There was a 
phone call for you

E-mail to say 
thank you*

自分、電話、電気、電車、車、
送ります、使います、借りま
す

Language	and		Culture When someone praises your Japanese

8
Staying	
healthy
Kenkoo

p135

Lesson	15
How	about	doing	some	
exercise?

Taisoo	suru	to	ii	desu	
yo

・Parts of the body
・Physical conditions

・Neru mae ni, ofuro ni hairimasu.
・Neru mae ni, ofuro ni hairu to ii desu yo.
・Kyuuni kubi o mawasanaide kudasai.

For your health Health 
consultation

体、頭、目、口、耳、手、足、
上、下

Lesson	16
I	go	running	and	
swimming

Hashittari,	oyoidari	
shite	imasu

・Exercises to stay healthy
・Degree and frequency

・Kenkoo no tame ni yoga o shitari, hashittari 
shite imasu.

・Asa-gohan o taberu hito wa nijuu-nin desu.
・Asa-gohan o tabenai hito wa sanjuu-nin desu.

How to use the 
gym

How to stay 
healthy*

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

9
Celebrations
Oiwai

p151

Lesson	17
I	got	this	for	my	
birthday

Tanjoobi	ni	morattan	
desu

・Celebrations
・Presents

・Kono kaban wa ane ni morattan desu.
・Joi-san wa Satoo-san ni hana o agemasu.
・Satoo-san wa Joi-san ni / kara hana o 

moraimasu.
・Akachan ga kiru mono

The custom of 
present giving

A memorable 
present

お祝い、誕生日、結婚、絵、
写真、時計、着ます

Lesson	18
I	think	a	party	is	a	
good	idea

Paathii	ga	ii	to	
omoimasu

・Feelings ・Oiwai wa paathii ga ii to omoimasu.
・Tanaka-san wa tanoshikatta to itte imashita.

Congratulations! Diary*

先〜（先週）、今〜（今月）、来
〜（来年）、今年、去年、家、
思います

Language	and		Culture When someone gives you a present

Test	and	Reflection	2			p168-p169

＊ PDF only : URL→ p17
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3

1

3

2

4

5

だい5か この こうえんは 広
ひろ

くて、きれいです

べんきょうする	まえに

● あなたの まちに はじめて 来た 人に どこを しょうかいしますか。
What places in your town would you introduce to a first-time visitor?

● それは どんな ところですか。
What are those places like?

2 はんたいの いみの ことばを えらびましょう。

3 聞いて 書きましょう。 063

4 漢
か ん じ

字を 読みましょう。 064

2 1 - 4 について ただしくない ことばを 1つ えらびましょう。（ □ ）

1 1 - 4 は 日本語で 何ですか。

1 大きい   （　　） 2 新しい   （　　）

3 べんり   （　　） 4 ちかい   （　　）

5 あかるい   （　　）

b

a  くらい　　b  ちいさい　　c  とおい　　d  ふべん　　e  ふるい

町
まち

　　店
みせ

　　人
に ん き

気

多
おお

い　　少
すく

ない　　高
たか

い　　安
やす

い　　広
ひろ

い

a  どうぶつえん　　b  ゆうえんち　　c  こうえん　　d  えき  

□ たかいです

□ ひろいです

□ きれいです

□ すくないです

□ たのしいです

□ にぎやかです

□ 大きいです

□しずかです

□ 人が おおいです

□ おもしろいです

□ たのしいです

□ べんりです

×

×

1

3

2

4

ふ じ さ ん

1 もじとことば

1 この あたりは アニメの 店が 多いです。わかい 人に 人気が あります。

2 この 店は カメラが 安いです。でも、テレビは 高いです。

3 あの こうえんは とても 広いです。

4 この 町は コーヒーショップが 少ないです。

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

c

1
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5

だい 5 か　この こうえんは 広くて、きれいです

 イA- くて、
 ナA-で、 イA ／ナA ／…
  N で、

1 聞きましょう。 065

あなたの 町について 話しましょう。 

1 ただしい ほうを えらびましょう。 066

2 聞いて えらびましょう。 067-070

ワンさんは 2 人の 友だちと 
上
う え の

野について 話しています。

Two or more sentences can be connected to make one sentence with the form ' イA- くて／ナ A-で／ N で '. 
（2 つ以上の文を接続する。）

2 かいわとぶんぽう

1 この あたりは 店が （  a  少なくて　　b  多くて ）、べんりです。

2 この あたりは （  a  しずかで　　b  にぎやかで ）、おもしろいです。

3 ここは 新しい （  a  町　　b  町で ）、人気が あります。

4 この とおりは よる、（  a  くらくて　　b  あかるくて ）、あぶないです。

5 この ゆうえんちは （  a  とおくて　　b  ちかくて ）、ふべんです。

2

c  ひろいです

きれいです ひとが おおいです

3 2 の ことばを つかって、書きましょう。 071

a  おおきいです b  おもしろいです
c  ひろいです d  ふるい まちです
e  べんりです f  やすいです

1 この こうえんは 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

2 この とおりは  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

3 この えきは 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

4 この あたりは  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

ひろくて、きれいです

4 1 の かいわを れんしゅうしましょう。

あべ ： ワンさん、この あたりは 上
う え の

野こうえんです。

ワン ： 上野こうえん。どんな ところですか。

あべ ： この こうえんは 広くて、きれいですよ。

  こうえんの なかに どうぶつえんや コーヒーショップも あります。

ワン ： いいですね。行ってみます。

ひろい ＋ くて → ひろくて、…
きれいな ＋ で → きれいで、…
こうえん ＋ で → こうえんで、…

1 2 3 4

ワンさんは いま、しごとで 東京に います。
ちずを 見て あべさんと  話しています。

3 じょし　Particles

ただしい ほうを えらびましょう。 072

' や ' is used for showing a number of relevant items as examples, 
and implies that other relevant items exist. （いくつかの例を示す。）

1 東京に 上
う え の

野 （  a  と　　b  や ）新
しんじゅく

宿など、大きい 町が たくさん あります。

2 この 町に えきが 2 つ あります。西えき（  a  と　　b  や ）北えきです。

3 この あたりに 高い ビル（  a  と　　b  や ）ホテルなどが あります。

N1 や N2 （など）
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5

だい 5 か　この こうえんは 広くて、きれいです

1 聞きましょう。 073

1 ただしい ほうを えらびましょう。 074

In spoken Japanese, two contrasting sentences can be connected using ' けど ' to make one sentence. The 
speaker's attitude or judgement is expressed after ' けど '. 

（2 つの文を接続する。2 つの文の内容は対立する。「けど」は話し言葉。）

3 かいわとぶんぽう

1 サクラゆうえんちは たのしいけど、（  a  安いです　　b  高いです ）。
 私は あまり 行きません。

2 サクラゆうえんちは ちょっと 高いけど、
 （  a  たのしいです　　b  たのしくないです ）。私は ときどき 行きます。

3 この とおりは ちょっと くらいけど、いい 店が 
 （  a  多いです　　b  少ないです ）。私は よく 行きます。

4 この とおりは いい 店が 多いけど、
 よる （  a  あかるいです　　b  くらいです ）。私は あまり 行きたくないです。

2

2 聞いて えらびましょう。 075-078

3 2 のことばを つかって、書きましょう。４人は どう おもっていますか。 079

a  おもしろいです　　b  さむいです　　c  たのしいです　　d  とおいです
e  ふべんです

1 ふじさんは とても （　　　　　　　　　）、ここから ちょっと （　　　　　　　　　）。

2 かわいい ファッションの 町は わかい 人が （　　　　　　　　　）、 

 （　　　　　　　　　）。わかい 人の 町だけど、行ってみます。

3 海の こうえんは （　　　　　　　　　）、冬 ちょっと （　　　　　　　　　）。

4 とらさんの 町は ここからは でんしゃが （　　　　　　　　 ）、 （　　　　　　　　 ）。

きれいだけど とおいです

あなたの 町は どんな 町ですか。

3 1 の かいわを れんしゅうしましょう 。

ワン ： たなかさん、サクラゆうえんちは どの あたりですか。
たなか ： この あたりです。
  ワンさん、サクラゆうえんちは たのしいけど、ちょっと 高いですよ。
ワン ： え、そうですか。
たなか ： でも、とても 人気が あります。ゆうえんちだけど、おとなも 多いです。
ワン ： そうですか。わかりました。

たのしい  ＋けど→たのしいけど、 …
にぎやかな＋だ ＋けど→にぎやかだけど、 …
ゆうえんち ＋だ ＋けど→ゆうえんちだけど、 …

 イA- い けど、
 ナA- だ けど、 イA ／ナA ／…
 N だ けど、

サクラゆうえんちは どうですか。

この とおりは どうですか。

きれいです きもちが いいです

d  とおいです
わかい ひとが 
おおいです

1 2 3 4

とらさん
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5

だい 5 か　この こうえんは 広くて、きれいです

4 どっかい 5 さくぶん

｢東京まちあるき −吉
きちじょうじ

祥寺−｣　

吉
きちじょうじ

祥寺は 東京に ある まちです。 080-083

｢私の 町｣　

1 - 4 の ぶんを 読んで、イラストを えらびましょう。（a - d）
あなたの 町には どんな おもしろい ところが ありますか。
ともだちに しょうかいしましょう。

ここは 上
う え の

野の アメよこです。

食べものや ふくの 店が たくさん あります。いつも 人が 多いです。

にぎやかで、おもしろいです。

ぜひ 行ってみて ください。

わたしの まち

ここは 　　　　　　　　　です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が あります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　  

ぜひ いってみて ください。

この あたりは レストランや 店が 多い 

です。デパートも あります。買いもの 

や しょくじに べんりです。とても  

にぎやかで、たのしいです。

1

（　　）

ここは やきとりやさん * です。

古い 店で、町の 人は みんな、

しっています。この 店は 安く

て おいしいです。

2

（　　）

ここに アニメの びじゅつかんが あり

ます。この びじゅつかんは ゆうめい

で、とても 人気が あります。

4

（　　）

この あたりは 大きい こうえんです。とても 広くて、 

きれいです。こうえんの なかに どうぶつえんも あります。

小さい どうぶつえんだけど、おもしろいです。

3

（　　）

（しゃしん）

● ぜんぶ じぶんで 書いてみましょう。 （→ p167）

a b c d

* やきとり = skewer-grilled chicken
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