
技能実習生のための日本語みどりみどりみどりみどり 

JITCO 日本語教材ひろば 

 

 

  もくひょう おもな ひょうげん ぶんぽう たんごなど 

1 しょくばで あいさつを する 

おはよう(ございます)。／いただきます。／ごちそうさま。／いっ

てきます。／いってらっしゃい。／ただいま。／おかえりなさい。

／おさきに(しつれいします)。／おつかれさまでした。／しつれい

します。… 

 

 

2 きがるな ことばで はなす (1) 

Ａ：いく？ Ｂ：ううん、いかない。 

Ａ：きのう いった？ Ｂ：ううん、いかなかった。 

[動詞]辞書形。／[動詞]ない。 

[動詞]た。／[動詞]なかった。 

 

3 きがるな ことばで はなす (2)   < 総合練習 > 
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4 かずを たずねる、いう 

Ａ：なんまい ありますか。 Ｂ：６まい あります。 

Ａ：なんびき いる。 Ｂ：３びき いる。 

[数量]＋あります／います 

～まい、～ひき、 

～こ … 

1 おれいを いう、あやまる 

Ａ：すみません。 Ｂ：いいえ。 

Ａ：ありがとう(ございます)。 Ｂ：いいえ。 

 

 

2 ひとが いま なにを して いるか のべる (1) いま ジョギングを して います。 [動詞]ています。 

 

3 ひとが いま なにを して いるか のべる (2) 

Ａの みずのさんは おちゃを のんで いますが、Ｂの みずの

さんは ビールを のんで います。 

 < 総合練習 > 

おなじです 

ちがいます 
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4 ものの おもさ、ながさを はかる 

なんグラム。／なんキロ。／なんミリ。／なんセンチ。／なんメー

トル。／なんキロ。 

重さ・長さの単位 

単位をつけた言い方 

小数点のついた数字の言い方 

グラム、キログラム、

ミリ、センチ、メート 

ル、キロメートル 

1 ものが いま どんな じょうたいかを のべる (1) かんが おちて います。 [名詞]が＋[動詞]ています 

 

2 ものが いま どんな じょうたいかを のべる (2) あ、でんきが ついてる！ 

[名詞]が+[動詞]てる 

 < 総合練習 > 

 

3 ちゅういを きいて わかる (3) 

スイッチを きるな。／スイッチを きらないで。／スイッチを き

っちゃ だめ。／だめ。 

[動詞]な。   (禁止) 

[動詞]ないで。 (禁止) 

[動詞]ちゃだめ。(禁止) 
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4 きかんに ついて はなす 

Ａ：くにで どのぐらい にほんごを べんきょうしたの。 

Ｂ：３かげつです。 

期間の言い方 

どのぐらい 

～ふん、～じかん、 

～にち、～しゅうか

ん、～かげつ、～ねん 

1 かんそうを のべる きのうの おかしは おいしかったです。 [い形容詞]かったです。 

 

2 かんそうを たずねる 

Ａ：やけどは どうですか。 Ｂ：だいじょうぶです。いまは い

たくないです。 

Ａ：きのうの えいが どうだった。 Ｂ：こわくなかったよ。 

[い形容詞]くない(です)。 

[い形容詞]くなかった(です)。 

～は どう(ですか)。／どうだった。 

 

3 しじを きいて うごく (9) ゆっくり あるいて(ください)。／もっと ゆっくり。／もっと。 もっと ～て(ください)。 

ゆっくり、はやく、お

おきく、ちいさく… 
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4 こうどうの ひんどに ついて はなす １しゅうかんに ３かい せんたくを します。 

(期間)に＋～かい 

なんかい 

～かい 
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技能実習生のための日本語みどりみどりみどりみどり 

JITCO 日本語教材ひろば 

 

 

  もくひょう おもな ひょうげん ぶんぽう たんごなど 

1 きがるな ことばで はなす (3) 

Ａ：すき？ Ｂ：ううん、すきじゃない。 

Ａ：どようび？ Ｂ：ううん、どようびじゃ ない。 

Ａ：ある？ Ｂ：ううん、ない。 

Ａ：たかい？ Ｂ：ううん、たかく ない。 

[な形容詞]辞書形。／[な形容詞]じゃな

い。／[な形容詞]だった。／ 

[な形容詞]じゃなかった。 

[名詞]。／[名詞]じゃない。 

[名詞]だった。／[名詞]じゃなかった。 

 

2 あいてに よって ことばを つかいわけて はなす 

Ａ：かさ、ある？ Ｂ：ううん、ない。 

Ａ：かさ、ある？ Ｂ：いいえ、ありません。 

  

3 しじを きいて うごく (10) きって。／きって くれ。／きれ。 

[動詞]て。  （命令） 

[動詞]てくれ。 (命令) 

[動詞]ろ。   (命令) 
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4 わからない ことばを ききかえす (1) 

すみません もう いちど おねがいします。／もう すこし ゆっ

くり おねがいします。／なんこですか。 

  

1 なにかを するように いらいする ドアを あけて(ください)。 [動詞]て(ください)。  

2 いらいに たいして へんじを する 

Ａ：しょうゆを とって。 Ｂ：はい、どうぞ。 

Ａ：あした ８じに ここに きて。 Ｂ：わかりました。 

 

はい、どうぞ。 

わかりました。 

3 ふくそうに ついて はなす シャツを きます。／ズボンを はきます。／ぼうしを かぶります。  服装品の名称 
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4 ゴミの ぶんべつに ついて はなす 

Ａ：なまごみは どうやって だしますか。 

Ｂ：ふくろに いれて だします。 

 ごみ類の名称 

1 きょかを もとめる (1) これ、しちゃくしても いいですか。 [動詞]てもいいですか。  

2 きょかを もとめる (2) 

Ａ：しちゃくても いいですか。 Ｂ：はい、どうぞ。 

Ａ：おさけを のんでも いいですか。 Ｂ：いいえ、のまないでく

ださい。 

[動詞]ないで(ください)。 

どうぞ 

いいよ 

だめ 

3 じこしょうかいを する (1) 

なかまちに すんで います。／こうじょうで はたらいて いま

す。／ようせつの しごとを して います。／やさいを つくって 

います。／どくしんです。／けっこんして います。 

～に すんでいます。／～で はたらい

ています。／～の しごとを していま

す。／～を つくっています。 

どくしんです。／けっこんしています。 
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4 じこしょうかいを する (2) 

どこに すんで いますか。／なにを つくって いますか。／どこ

で はたらいて いますか。／どんな しごとを して いますか。 

 

 

1 いろいろな どうぐを どんな ときに つかうか のべる はを みがく とき つかいます。 [動詞]辞書形＋とき 
 

2 どんな ときに なにを するか のべる ドンさんは さむい とき ぼうしを かぶります。 

[い形容詞-い］＋とき 

[動詞]た＋とき 

[名詞]の＋とき 

 

3 ちゅういを きいて わかる (4) おさないで。／おさないで くれ。／おすな。 

[動詞]ないで。  (命令) 

[動詞]ないでくれ。(命令) 

[動詞]な。    (命令) 
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4 ものの やりとりに ついて はなす 

わたしは ちちに ネクタイを あげました。 

わたしは ちちに ティーシャツを もらいました。 

(人)に＋あげました。 

(人)に＋もらいました。 

 



技能実習生のための日本語みどりみどりみどりみどり 

JITCO 日本語教材ひろば 

 

  もくひょう おもな ひょうげん ぶんぽう たんごなど 

1 なにかを しないように たのむ タバコを すわないで(ください)。 [動詞]ないで(ください)。 
 

2 ルールに ついて はなす (1) 

Ａ：ごはんを たべても いいですか。 Ｂ：はい、いいですよ。 

Ａ：みずを のんでも いいですか。 Ｂ：いいえ、のまないで く

ださい。 

[動詞]てもいいですか。 

[動詞]ないで(ください)。 

 

3 さぎょうの ないようを かくにんする 

Ａ：あそこから はこを ８こ もって きて。 

Ｂ：はい、８こですね。 

～ですね。 
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4 きんきゅうじの ことばを ききとる、いう 

かじ(よ)。／きゅうきゅうしゃを よべ(よんで)。／みずを もっ

て こい(きて)。／ドアを あけろ(あけて)。／つくえの したに 

もぐれ(もぐって)。／にげろ(にげて)。 

 

じしん、かじ、こ

うつうじこ、つな

み、きゅうきゅう

しゃ… 

1 ルールに ついて はなす (2) 

あかしんごうの とき じてんしゃも とまらなければ なりま

せん。 

[動詞]なければなりません。 

あかしんごう、ほ

けんしょう、しょ

うひぜい… 

2 ルールに ついて はなす (3) 

Ａ：ひるごはんの おべんとうは おかねを はらわなければ な

りませんか。 

Ｂ：いいえ、はらわなくても いいですよ。 

[動詞]なくてもいいです。  

3 さぎょうの すすみぐあいを いう 

Ａ：いれた？ Ｂ：いれました。／まだです。 

Ａ：あと どのぐらい。 Ｂ：あと 20こです。 

[動詞]た？ 

あと どのぐらい。 

あと＋(量)(時間)です。 
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4 にほんに ついて しる、じぶんの くにに ついて はなす 

めんせきは 380,000k㎡です。／おおきい しまが ４つ ありま

す。／じんこうは やく 120,000,000 にんです。／しゅとは と

うきょうです。 

 < 総合練習 > 

めんせき、じんこ

う、しゅと、ゆう

めいな ところ 

1 ふたつの ことがらを ひかくして のべる 

とうきょうタワーより とうきょうスカイツリーの ほうが 

たかいです。 

Ａ：ビールと コーヒーと どっちが たかいですか。 

Ｂ：ビールの ほうが たかいです。 

[名詞A]より[名詞B]のほうが～ 

[名詞A]と[名詞B]と どっちが～です

か。 

[名詞A]のほうが～です。 

東京タワー、東京

スカイツリー 

どっち 

2 みっつ いじょうの ことがらを ひかくして のべる ひこうきが いちばん はやいです。 [名詞A]が＋いちばん～です。 
 

3 どうさの じゅんばんを いう (1) 
べんきょうしてから テレビを みます。 

[動詞]てから [動詞]ます。 
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4 わからない ことばを ききかえす (2) 

すみません、ひじょうぐちって なんですか。 

すみません、わかりません。なんですか。 

[名詞]って なんですか。 

 

1 じぶんが できる ことに ついて はなす およげます。／およげません。 

(～が)[動詞可能形]ます。 

(～が)[動詞可能形]ません。 

 

2 ものの もつ きのうに ついて はなす 

こくさいでんわが できます。 

しゃしんが とれます。 

～が できます。 

(～が)[動詞可能形]ます。 

 

3 どうさの じゅんばんを いう (2) ねる まえに めざましどけいを かけます。 [動詞]まえに [動詞]ます。 
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4 いじょうな じょうたいを しらせる (1) ドアが あきません。 

～が＋[動詞]ません。 

[動詞]なくて＋こまっています。 

 

 



技能実習生のための日本語みどりみどりみどりみどり 

JITCO 日本語教材ひろば 

 

 

  もくひょう おもな ひょうげん ぶんぽう たんごなど 

1 へんかを のべる (1) 

さかなは やすく なりました。 

にんじんが すきに なりました。 

リーさんは 30さいに なりました。 

にほんごが はなせるように なりました。 

[い形容詞]く なりました。 

[な形容詞]に なりました。 

[名詞]に なりました。 

[動詞]ように なりました。 

 

2 へんかを のべる (2) 

まつださんは こどもの ときは さかなが たべられませんで

した。でも いまは たべられるように なりました。 

 < 総合練習 > 
 

3 ひとを さそう、さそいに こたえる (1) 

Ａ：きょう カラオケに いきませんか。 

Ｂ：いいですね、いきましょう。 

[動詞]ませんか。／[動詞]ない？ 

[動詞]ましょう。 

 

29 

4 ひとを さそう、さそいに こたえる (2) 

Ａ：きょう カラオケに いきませんか。 

Ｂ：すみません、のどが いたいですから。 

すみません、～から。(理由) 

 

1 じょうきょうに おうじて なにを するか のべる (1) 

５じに なったら かえっても いいですよ。 

へやが あつかったら エアコンを つけて ください。 

[動詞]たら ～ 

[形容詞]たら ～ 

 

2 じょうきょうに おうじて なにを するか のべる (2) 

Ａ：かぜを ひいたら どうしますか。 

Ｂ：うどんを たべて ねるよ。 

～たら どうしますか。 

 

3 めいししゅうしょくの ほうほうを ひろげる 

きのう べんきょうした かんじを かいて います。 

あした のむ ビールを かいます。 

[動詞]た＋[名詞] 

[動詞]辞書形＋[名詞] 
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4 ぎょうじに ついて はなす (1)   < 総合練習 > 

しょうがつ、おせ

ちりょうり、はつ

もうで、(お)も

ち、おとしだま 

1 ほかの ひとが はなした ことを つたえる ドンさんは ねつが あるって いってました。 [動詞]＋っていってました。  

2 いじょうな じょうたいを しらせる (2) 

ガラスが われて います。／くきが おれて います。／ロープ

が きれて います。／きが たおれて います。 

～が＋[動詞]ています。  

3 きんきゅうの じたいを つたえる 

Ａ：たいへんです。 

Ｂ：どうしたの。 

Ａ：きむらさんが あたまを うちました。きて ください。 

Ｂ：わかった。すぐ いく。 

 

うつ、はさむ、お

ちる、きる、ぶつ

かる、やけどをす

る 
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4 ぎょうじに ついて はなす (2)   < 総合練習 > 日本の行事の例 

1 じぶんの かんがえを のべる 

Ａ：にほんと タイと どっちが おおきいと おもいますか。 

Ｂ：タイの ほうが おおきいと おもいます。 

[い形容詞］[な形容詞][名詞]＋と 

おもいます。 

 

2 さいがいに ついて はなす   < 総合練習 > 

災害の名称 

防災用品の名称 

3 じぶんの きぼうを のべる (1) 

ビールを のみたいです。 

たべたく ないです。 

パソコンが ほしいです。 

[動詞]たいです。 

[動詞]たくないです。 

[名詞]が＋ほしいです。 
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4 じぶんの きぼうを のべる (2) 

かんじを よめるように なりたいです。 

びょうきを したく ないです。 

にほんじんの ともだちが ほしいです。 

 < 総合練習 > 

 


