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Unità 1 わたしは ワンです。 ......................................................................................... 17
わたしは ワンです。
これ／それ／あれは 本です。
これは わたしの 本です。
＊〜は

…です。（18）

＊これ／それ／あれは

〜

＊これ／それ／あれ
の

…

は

です。（22）

〜

です。（20）

Unità 2 ここは 日本語学校です。 ..........................................................................................25
ここ／そこ／あそこは 日本語学校です。
教室は あちらです。
この 本は 500 円です。
＊ ここ／そこ／あそこ は 〜 です。（26）
＊この／その／あの 〜は …円です。（30）

＊〜は

こちら／そちら／あちらです。（26）

Unità 3 今、何時ですか。 ........................................................................................................... 33
わたしの 会社は ９時から ５時までです。
ワンさんは 毎朝 ６時に 起きます。
ワンさんは きのう 勉強しました。
＊〜は …時から …時
＊〜ました。（38）

まで

です。
（34）

＊〜に

…ます。（36）

Unità 4 わたしは 北海道へ 行きます。 ........................................................................... 41
きょうは 何月 何日ですか。
わたしは 北海道へ 行きます。
わたしは 来月 北海道へ 行きます。
ワンさんは バスで うちへ 帰りました。
わたしは 去年 兄と 日本へ 来ました。
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＊何月

何日（42）

＊〜へ

…移動表現 （行きます／来ます／帰ります）（43）

＊〜で

…へ

移動表現 （行きます／来ます／帰ります）（45）

＊〜と

…へ

移動表現（46）

食べます。 ........................................................................................................ 49

Unità 5 ご飯を

ご飯を 食べます。
ワンさんは はしで ご飯を 食べます。
わたしは スーパーで 魚を 買いました。
いっしょに サッカーを しませんか。
＊〜を

…ます。（50）

＊いっしょに

Unità 6 夏は

＊〜で

〜ませんか。

…を

／

̶ます。（51）

＊〜で

…を

̶ました。（52）

〜ましょう。（54）

暑いです。............................................................................................................. 57

夏は 暑いです。
大阪は にぎやかな 町です。
飛行機は 船より はやいです。
あの 店は 駅から 近いです。そして、おいしいです。

＊形容表現（１）（58）
＊形容表現（２）（61）
＊〜は …より ̶です。（62）
＊ 〜です。 そして、 …です。（63）
＊〜ですが、 …です。（63）

Unità 7 わたしは

海が

好きです。...................................................................................... 65

わたしは 海が 好きです。
りんごと みかんと どちらが
横浜は 人が 多いです。

好きですか。

＊〜が 好きです。／〜が 好きですから、 …。（66）
＊〜と …と どちらが ̶ですか。（68）
＊〜は …が

Unità 8 あそこに
あそこに
あそこに
わたしは
わたしは

ワンさんが

̶ます／です。（70）

います。............................................................................. 73

ワンさんが います。
郵便局が あります。
兄が ２人 います。
日本に １年 います。

＊〜います。／〜あります。（74）
＊〜が …います。／…あります。（76）
＊〜に …います。／…あります。／…かかります。（78）

Unità 9 かばんが

ほしいです。 ............................................................................................... 81

わたしは かばんが ほしいです。
わたしは 映画を 見たいです。
昼ご飯を 食べに 行きます。
この ペンは 書きやすいです。

4

＊〜ほしいです。
（82）
＊〜たいです。
（83）
＊〜やすいです。／〜にくいです。（86）

＊〜に

行きます／来ます／帰ります。
（84）

Unità 10 ご飯を 食べて います。 ......................................................................................... 89
ご飯を 食べて います。
飛行機が 飛んで います。
東京に 住んで います。
めがねを かけて います。
＊〜て

います。（１）（90）

＊〜て

います。（２）（92）

＊〜て

います。（３）（94）

Unità 11 朝ご飯を 食べて、歯を みがいて、学校へ 行きます。 ...................... 97
朝ご飯を 食べて、歯を みがいて、学校へ
こちらに 座って ください。
キムさんは やさしくて、きれいです。
歯を みがいてから、寝ます。
お酒を 飲みながら、話します。

＊〜て、 …て、 ̶ます。
（98）
＊〜て

から、 …。（102）

行きます。

＊〜て ください。
（99）

＊〜は

＊〜ながら、 …。（103）

…て、 ̶です。
（100）

Unità 12 たばこを 吸わないで ください。 ..................................................................105
ここで たばこを 吸わないで ください。
かさを 持たないで、学校へ 来ました。
教室では 日本語で 話さなければ なりません。
カレーライスに します。
＊〜ないで

ください。（106）

＊〜なければ

＊〜ないで、 …。（108）

なりません。（109）

＊〜に します。（111）

Unità 13 ここに 座っても いいです。 ...........................................................................113
ここに 座っても いいです。
漢字で 書かなくても いいです。
窓を 開けては いけません。
ここに 座っても かまいません。
ここに 座らなくても かまいません。
＊〜ても
＊〜ても

いいです。／〜なくても

いいです。 （114）

かまいません。／〜なくても

＊〜ては

かまいません。 （118）

いけません。 （116）

Unità 14 わたしは キムさんに プレゼントを あげました。 .............................121
わたしは

キムさんに

プレゼントを

あげました。

わたしは

ワンさんに

プレゼントを

もらいました。

わたしは
わたしは

教えて あげました。

ワンさんに 中国語を

教えて もらいました。

ワンさんが

キムさんに 中国語を

プレゼントを

ワンさんが 中国語を

くれました。

教えて

くれました。
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＊〜は …に ̶を あげました。（122）
＊〜は …に ̶を もらいました。
（123）
＊〜が

…を

くれました。（124）

＊（あなたは） だれに

〜を

＊（あなたは） だれに

〜を

＊〜は …に ̶を ．
．て あげました。（122）
＊〜は …に ̶を ．．て もらいました。
（123）
＊〜が

あげましたか。（126）

…を

．．て

くれました。（124）

もらいましたか。（126）

Unità 15 わたしの 趣味は サッカーを することです。 ......................................129
わたしは 二十歳に
わたしの 趣味は

なりました。

サッカーを することです。

ワンさんは 日本語を

春に

なると、花が

話すことが

咲きます。

できます。

＊〜になります。／〜くなります。（130）
＊〜は … ことです。（131）
＊〜 ことが できます。（133）
＊〜と …。（135）

Unità 16 歌舞伎を 見た ことが あります。 .............................................................137
歌舞伎を

見た

めがねを

かけた

日曜日は

ことが

映 画を

犬の

散歩を

＊〜

ことが

あります。

見たり、美術館へ

した

まま、寝ています。
あとで、ご飯を

あります。（138）

＊〜たまま、…。（141）

行ったり

します。

食べます。

＊〜たり、 …たり

＊〜あとで、…。（142）

します。（140）

Unità 17 あした 新宿で 会う？ .........................................................................................145
あした 新宿で
ワンさんは

会う？

あした 雪が

すぐ 帰ると
降ると

言いました。

思う。／思います。

＊普通表現（146）
＊〜と 言います。／言う。（148）
＊〜と 思います。／思う。（149）
＊〜でしょう。／だろう。（152）

Unità 18 これは 母が 作った 服です。.......................................................................153
これは 母が

寝る

作った

まえに、日記を

台風が
京都へ

来るから
行った

服です。

書きます。

きょうは

とき、桜を

帰った

ほうが

見ました。

＊連体修飾（154）
＊〜まえに、 …。（155）
＊〜とき、 …。（158）

いいです。
＊…ほうが

いいです。（156）

Unità 19 雨が 降ったら、行きません。 ...........................................................................161
風邪を
雨が
雨が

引いて、学校を

降ったら、行きません。
降っても、行きます。

あの 店は
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休みました。

おいしいし、安いし、便利です。

＊〜て、 …ました。（162）
＊〜たら、 …。（164）
＊〜し、 …し、 ̶。／〜し、 …から、 ̶。（166）

＊〜ても、 …。（165）

Unità 20 窓が 閉まって います。 ....................................................................................169
窓が

閉まって

壁に

絵が

窓が

います。

開きます。／窓を

部 屋を

かけて

明るく

開けます。

あります。

しました。

＊自動詞・他動詞（170）
＊〜て います。（４）（171）
＊〜く します。／〜に します。（174）

＊〜て

あります。（172）

Classificatori numerali ................................................................................................................... 178
Tabelle delle declinazioni verbali.............................................................................................. 180
Forma di cortesia e forma piana................................................................................................ 182
Verbi transitivi e intransitivi......................................................................................................... 183
Glossario. ............................................................................................................................................. 184

7

