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ジョンと花子の日本語
John to Hanako no Nihongo

― Learning Japanese as a host's language for "social" communication ―

Unit １ Me（わたし）

Section １： Personal Narratives（はなし）

１．John（ジョン）

Hajime-mashite. John desu. "Sumisu" "John" desu. *

はじめまして。ジョンです。「スミス」「ジョン」です。

Noosu Hiru* Sukuuru* no gakusee* desu.
North Hill School

ホースヒル・スクールの学生です。
がくせい

Yo-neN-see desu. Juu-roku sai desu.

４年生です。１６さいです。
よねんせい

Doozo yoroshiku.

どうぞよろしく。

２．Hanako（はなこ）

Hajime-mashite. Tanaka desu. "Tanaka" "Hanako" desu.

はじめまして。田中です。「田中」「花子」です。
た なか はな こ

NihoN-jiN desu.

日本人です。
に ほんじん

Noosu Hiru Sukuuru no gakusee desu.

ノースヒル・スクールの学生です。
がくせい

Yo-neN-see desu. NihoN no kookoo ni-neN-see desu.

４年生です。日本の高校２年生です。
よねんせい に ほん こうこうに

Doozo yoroshiku, onegai-shimasu.

どうぞよろしく、おねがいします。
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Section ２： Useful Expressions（やくにたつことば）

１．Identifying Yourself

1. gakusee seNsee

2. ichi-neN-see ni-neN-see saN-neN-see yo-neN-see go-neN-see roku-neN-see

２．Numbers

ichi ni saN shi/yoN go roku shichi/nana hachi kyuu/ku juu
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

juu-ichi juu-ni juu-saN juu-shi juu-go juu-roku juu-shichi juu-hachi juu-kyuu ni-juu
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

ni-juu-ichi ni-juu-ni ni-juu-saN ni-juu-yoN ni-juu-go ni-juu-roku ni-juu-shichi ni-juu-hachi ni-juu-kyu saN-juu
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

saN-juu-ichi ……

３１ yoN-juu

go-juu

roku-juu

nana-juu

hachi-juu

kyuu-juu

hyaku
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Section ３： Pronunciation Practice（はつおんれんしゅう）

１．／￣￣￣

a. Amerika Igirisu FuraNsu

アメリカ イギリス フランス

b. Itaria OraNda Porutogaru

イタリア オランダ ポルトガル

c. Ejiputo Betonamu KaMbojia
エジプト ベトナム カンボジア

２．￣＿＿

a. Doitsu Suisu Kanada

ドイツ スイス カナダ

b. INdo IraN Toruko

インド イラン トルコ

c. Tai Raosu MyaMmaa

タイ ラオス ミャンマー

d. Roshia Peruu FiripiN

ロシア ペルー フィリピン

e. Chuugoku KaNkoku HoNkoN

ちゅうごく かんこく ホンコン
中 国 韓 国 香 港

ｃ．／￣￣＼＿

a. ShiNgapooru INdoneshia Oosutoraria

シンガポール インドネシア オーストラリア

b. SuriraNka BaNguradeshu AruzeNchiN

スリランカ バングラデシュ アルゼンチン

c. SupeiN Nepaaru Mareeshia

スペイン ネパール マレーシア

d. NihoN TaiwaN

にほん たいわん
日本 台湾
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Unit ２ My Family（わたしのかぞく）

Section １： Personal Narratives（はなし）

１．John（ジョン）

Watashi* no kazoku no hanashi desu.

わたしの家族の 話 です。
か ぞく はなし

Kore wa, otoosaN desu.

これは、おとうさんです。

OtoosaN wa, yoN-juu go sai desu.

おとうさんは、４０さいです。

Kaisha-iN desu. Kaikeeshi desu.

会社員です。会計士です。
かいしゃいん かいけい し

Kore wa, okaasaN desu.

これは、おかあさんです。

OkaasaN wa, Chuugoku-kee desu.

おかあさんは、 中 国系です。
ちゅうごくけい

SeNsee desu. Suugaku no seNsee.

先生です。数学の先生です。
せんせい すうがく

Kore wa, otooto desu.

これは、おとうとです。

Otooto wa, jus-sai desu. Shoogakusee desu.

おとうとは、１０さいです。 小 学生です。
しょうがくせい

Otooto wa, tsuri ga suki-desu.

おとうとは、つりが好きです。
す
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２．Hanako（はなこ）

Watashi no kazoku o shookai-shimasu.

わたしの家族を 紹 介します。
か ぞく しょうかい

Kazoku wa, go niN desu.

家族は、５人です。
にん

OtoosaN to, okaasaN to, oniisaN to, oneesaN desu.

おとうさんと、おかあさんと、おにいさんと、おねえさんです。

OtoosaN wa, yoN-juu-roku sai desu.

おとうさんは、４６さいです。

Kaisha-iN desu. ENjinia desu. Sony no eNjinia desu.

会社員です。エンジニアです。ソニーのエンジニアです。
かいしゃいん

OkaasaN wa, yoN-juu go sai desu.

おかあさんは、４５さいです。

Kookoo no seNsee desu. Shakai no seNsee desu.

高校の先生です。社会の先生です。
こうこう せんせい しゃかい

SeNmoN wa, rekishi desu.

専門は、歴史です。
せんもん れき し

OniisaN wa, ni-juu go sai desu. Kaisha-iN desu.

おにいさんは、２５さいです。会社員です。

GiNkoo-iN desu.

銀行員です。
ぎんこういん

OneesaN wa, daigakusee desu. Daigaku ni-neN-see desu.

おねえさんは、大学生です。大学２年生です。
だいがくせい だいがく ねんせい

Juu-kyuu sai desu. Igirisu ga suki -desu.

１９さいです。イギリスが好きです。
す
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Section ２： Useful Expressions（やくにたつことば）

１．Family members（かぞく）

２．Schools and Students（がっこう と がくせい）

３．Professions/occupations/etc.（しごと）

1. kaisha-iN 2. giNkoo-iN 3. seNsee 4. daigaku no seNsee

5. isha 6. beNgo-shi 7. kaikei-shi 8. koNsarutaNto

9. kaisha no chachoo 10. shufu

Section ３： Pronunciation Practice（はつおんれんしゅう）
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Unit ３ My Home（わたしのいえ）

Section １： Personal Narratives（はなし）

１．John（ジョン）

Watashi no ie wa, Hamusuteddo ni arimasu.
Hampstead

わたしは、ハムステッドに住んでいます。
す

Hamusuteddo eki no chikaku desu.

ハムステッド駅の近くです。
えき ちか

Hamusuteddo eki kara jup-puN kurai desu.

ハムステッド駅から１０分くらいです。
じゅっぷん

Watashi no ie wa, Hamusuteddo Hiisu no chikaku desu.
Hampstead Heath

わたしの駅は、ハムステッド・ヒースの近くです。

Aruite jup-puN kurai desu.

歩いて１０分くらいです。
ある

Yoku Hamusuteddo Hiisu ni ikimassu.

よくハムステッド・ヒースに行きます。
い
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２．Hanako（はなこ）

Watashi no ie wa, MooniNtoN KureseNto desu.
Moonington Crescent

わたしの家は、ムーニントン・クレセントです。
いえ

Eki no chikaku desu. Eki kara go-fuN kurai desu.

駅の近くです。駅から５分くらいです。
えき ちか ふん

Gakkoo made, chikatetsu de saN-jup-puN kurai desu.

学校まで、地下鉄で３０分です。
がっこう ち か てつ

Ie wa, RiijeNtsu Paaku no chikaku desu.
Regents Park

家は、リージェンツ・パークの近くです。

Riijentsu Paaku made jiteNsha de juu-go-fuN kurai desu.

リージェンツ・パークまで自転車で１５分くらいです。
じ てんしゃ

Tokidoki, RiijeNtsu Paaku ni ikimasu.

ときどき、リージェンツ・パークに行きます。
い
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Section ２： Useful Expressions（やくにたつことば）

１．Landmarks

1. Parks and Squares（こうえん）

a. Haido Paaku b. RiijeNtsu Paaku c. Rasseru Sukuwea

d. KeNjiNtoN GaadeNzu e. Totafarugaa Sukuwea

2. Museums（はくぶつかん）

a. Daiei HakubutukaN b. Nashonaru Gyararii c. RoNdoN HakubutukaN

d. Shaarokku Hoomuzu HakubutukaN

3. Department Stores（デパート）

a. Harozzu b. Maakusu ando SupeNsaa c. Ribathii

4. Shopping and Entertainment Area（まち）

a. Okkusufoodo Sutoriito b. BoNdo Sutoriito c. KamudeN TauN

d. Pikaderii Saakasu e. KobeNto GaadeN f. Chaina TauN

5. Tourist's Spots（かんこうスポット）

a. Tawaa obu RondoN b. Biggu BeN c. UesutomiNsutaa JiiN

d. Roiyaru Opera Hausu

6. Palaces（きゅうでん）

a. BakkiNgamu KyuudeN b. KeNjiNtoN KyuudeN

7. University and Colleges

a. Okkusufoodo Daigaku b. KeNburijji Daigaku c. RoNdoN Daigaku

d. INperiaru Karejji

２．from～, to ～

３．means of transportation

Section ３： Pronunciation Practice（はつおんれんしゅう）
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Unit ４ My Favotite Things（すきなもの）

Section １： Personal Narratives（はなし）

１．John（ジョン）

Watashi wa, mainichi, asa-gohaN o tabemasu.

わたしは、毎日、朝ごはんを食べます。
まいにち あさ た

Itsumo, shiriaru o tabemasu. Watashi wa, shiriaru ga suki-desu.

いつも、シリアルを食べます。わたしは、シリアルが好きです。
す

Itsumo, banana to miruku no shiriaru o tabemasu.

いつも、バナナとミルクのシリアルを食べます。

Tokidoki, buruuberii ya razuberii no shiriaru o tabemasu.

ときどき、ブルーベリーやラズベリーのシリアルを食べます。

BeekoN to tamago-yaki mo suki-desu.

ベーコンとたまご焼きも好きです。
や

BeikutobiiNzu wa, amari sukidewa-arimaseN.

ベイクトビーンズは、あまり好きではありません。

Yaki-tomato wa, maamaa desu.

焼きトマトは、まあまあです。

Soshite, oreNji juusu o omimasu.

そして、オレンジジュースを飲みます。
の
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２．Hanako（はなこ）

Watashi wa, mainichi, asa-gohaN o tabemasu.

わたしは、毎日、朝ごはんを食べます。
まいにち あさ た

Itsumo, Igirisu no asa-gohaN o tabemasu.

いつも、イギリスの朝ごはんを食べます。

Watashi wa, Igirisu no asa-gohaN ga suki-desu.

わたしは、イギリスの朝ごはんが好きです。

Tokuni, yaki-tomato to beikuto-biiNzu ga suki-desu.

とくに、焼きトマトとベイクト･ビーンズが好きです。
や す

BeekoN to sooseeji mo suki-desu.

ベーコンとソーセージも好きです。

Asa-gohaN no toki wa, sarada to furuutsu mo tabemasu.

朝ごはんのときは、サラダとフルーツも食べます。

Soshite, oreNji juusu o nomimasu.

そして、オレンジジュースを飲みます。
の

Koocha mo nomimasu.

紅茶も飲みます。
こうちゃ

Watashi wa, koocha ga daisuki-desu.

わたしは、紅茶が大好きです。
だい す
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Section ２： Useful Expressions（やくにたつことば）

１．Foods（たべもの）

1.

a. shiriaru b. paN c. mafiN d. toosuto

e. paNkeeki f. kurowassaN g. beekuto-biiNzu

2.

a. beekoN b. sooseeji c. tamago-yaki d. yaki-tomato

e. masshuruumu f. sarada g. masshu poteto

3.

a. banana b. buruuberii c. razuberii d. kuraNberii

e. ichigo f. riNgo g. oreNji

4.

a. yooguruto b. puriN

5.

a. aisukuriimu b. doonattsu c. haMbaagaa d. fisshu ando chippusu

6.

a. shio b. koshoo c. kureebii-soosu

7.

a. sukooN b. kukkii c. bisuketto d. shootobureddo

２．Drinks（のみもの）

３．frequency

４．with ～

５．at breakfast table

asagohaN no toki (wa)

Section ３： Pronunciation Practice（はつおんれんしゅう）
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Unit ５ My Favotite Things（すきなこと）

Section １： Personal Narratives（はなし）

１．John（ジョン）

Watashi wa, tenisu ga suki-desu.

わたしは、テニスが好きです。
す

Yoku, tomodachi to tenisu o shimasu.

よく、友だちとテニスをします。
とも

Shuumatsu ni, tenisu kurabu de tenisu o shimasu.

週 末に、テニス・クラブでテニスをします。
しゅうまつ

OkaasaN mo, tenisu ga suki-desu.

おかあさんも、テニスが好きです。

Watashi to okaasaN wa, yoku, terebi de tenisu o mimasu.

わたしとおかあさんは、よく、テレビでテニスを見ます。
み

Otooto wa, tsuri ga sukidesu.

おとうとは、つりが好きです。

Maishuu, doyoobi ni tsuri ni ikimasu.

毎 週 、土曜日にテニスをします。
まいしゅう ど よう び

OtoosaN wa, gaadeniNgu ga suki-desu.

おとうさんは、ガーデニングが好きです。
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２．Hanako（はなこ）

Watashi wa, oNgaku ga sukiesu.

わたしは、音楽が好きです。
おんがく す

Kodomo no toki kara, piano ga sukidesu.

子どものときから、ピアノが好きです。
こ

Ima mo, yoku, piano o hikimasu.

今も、よく、ピアノをひきます。
いま

Kurashikku ga suki-desu. Tokuni, Mootsuaruto ga suki-desu.
Morzart

クラシックが好きです。とくに、モーツアルトが好きです。

Rokku mo, suki-desu. Oasisu ga suki-desu.

ロックも、好きです。オアシスが好きです。

Watashi wa, itsu mo, Oasisu o kikimasu.

わたしは、いつも、オアシスを聞きます。
き

Tokidoki, uchide, kurassikku no CD o kikimasu.

ときどき、うちで、クラシックのCDを聞きます。
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Section ２： Useful Expressions（やくにたつことば）

１．Sports（スポーツ）

1. tenisu 2. sakkaa 3. ragubii 4. kuriketto

5. juudoo 6. keNdo 7. karate

8. haikiNgu 9. pikunikku

２．Music（おんがく）

1. kurashikku 2. rokku 3. poppusu 4. Jazu

5. J-pop

３．Amusement（ごらく）

1. maNga 2. anime 3. eega 4. dorama

5. geemu

Section ３： Pronunciation Practice（はつおんれんしゅう）


