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いっしょに にほんご しまねけん スクリプト 

 

第 1課 おはようございます。いい てんきですね。 

p2 聞きましょう［スクリプト①］ 

１）こんにちは。 

 

２）おはようございます。 

 

３）こんばんは。 

 

 

p3 知っていますか［スクリプト②］ 

Ａ：おはよう。 

Ｂ：おはよう。 

 

Ａ：いってらっしゃい。 

Ｂ：いってきます。 

 

Ａ：おかえりなさい。 

Ｂ：ただいま。 

     

Ａ：おやすみなさい。 

Ｂ：おやすみ。 

 

    

p6 聞きましょう［スクリプト③］ 

チ ン：おはようございます。 

たなか：おはようございます。 

チ ン：あついですね。 

たなか：そうですね。 

チ ン：じゃあ、失礼します。 

たなか：じゃあ、また。 
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おめでとう 

ございます。 

ありがとう 

ございます。      

 はい。 

すみません 

はい。 

すみません     

Can-do② 

知っていますかの解答 

 

 ありがとうございます。  Arigatoo gozaimasu.    すみません。   Sumimasen. 

  ありがとう。            Arigatoo.         ごめんなさい。 Gomennasai. 

 

A） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C） 

 

 

 

 

 

 

どうぞ ①すみません 

②ありがとう

ございます。    

いいえ。 

 

①ごめんなさい 

②すみません 

おめでとう。 

ありがとう      

ごめんなさい     

どういたしまして。 

ありがとう      

どういたしまして。 

どうぞ 

 

 ありがとう     

   

 

①すみません 

②ありがとう

ございます。    
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第 2課 はじめまして。よろしくおねがいます。 

 

p14 聞きましょう［スクリプト①］ 

例）はじめまして。 私は、佐藤（さとう）です。 よろしくお願いします。 

 

１）はじめまして。 私は山本（やまもと）です。 よろしくお願いします。 

 

２）はじめまして。 私は福田（ふくだ）です。 よろしくお願いします。 

 

３）はじめまして。 私は佐々木（ささき）です。 よろしくお願いします。 

 

４）はじめまして。 私は原（はら）です。 よろしくお願いします。 

 

 

p17 聞きましょう［スクリプト②］ 

チ ン：はじめまして。チンです。 

ふくだ：わたしは、福田です。よろしくおねがいします。 

チンさん、お国は？    

チ ン：中国です。 

ふくだ：そうですか。                 

チ ン：福田さん、お仕事は？   

ふくだ：私は、会社員 です。チンさんは、会社員ですか。 

チ ン：いいえ。私は会社員 じゃありません。主婦です。 

ふくだ：そうですか。チンさん、お住まいは？       

チ ン：松江です。  

 

 

p20 練習しましょう［スクリプト③］ 

例）いとう：はじめまして。伊藤です。中学校の教師です。 

出身は、島根です。いま、浜田に住んでいます。 

     どうぞ、よろしくお願いします。  

 

１）かつべ：勝部です、はじめまして。看護師です。 

      出身は、岡山です。出雲に住んでいます。 

よろしくお願いします。 
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２）よしだ：はじめまして。吉田です。 

      小学校の教師です。出身は、東京です。 

      大田に住んでいます。どうぞ、よろしく。 

 

 

p23 聞きましょう［スクリプト④］ 

キム：これは 私の 家族 です。 

私の家族は、4人です。 

私と父と母と 妹 です。  

私の家族は、アメリカに住んでいます。 
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第 3課 どんな まちですか。 

 

p28 聞きましょう［スクリプト①］ 

例）ここは島根です。 島根は日本の西にあります。 
 

１）ここは長野です。 長野は日本の中央にあります。 
 

２）ここは鹿児島です。 鹿児島は日本の南にあります。 
 

３）ここは青森です。 青森は日本の北にあります。 

 

 

p31 聞きましょう［スクリプト②］ 

やまね：チンさん、ホーチミンは 何が有名ですか。 

チ ン：バインミーが有名です。 

やまね：バインミー？  

チ ン：はい。バインミーは おいしいですよ。 

やまね：そうですか。 

 

 

p35 聞きましょう［スクリプト③］ 

やまだ：ここはどこですか。 

チ ン：ホーチミンです。 

やまだ：ホーチミンはどんなまちですか。 

チ ン：にぎやかなまちです。 

やまだ：ホーチミンに何がありますか。 

チ ン：教会が あります。 

やまだ：そうですか。どんな 教会ですか。 

チ ン：大きい 教会です。 

やまだ：そうですか。 

 

 

p37 聞きましょう［スクリプト④ ］ 

やまだ：ホーチミンは 暑いですか。 

チ ン：はい、暑いです。 

やまだ：夜も 暑いですか。 

チ ン：いいえ、夜は 暑くないです。涼しいです。  
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第 4課 トマトは ありますか。 

 

p43 聞きましょう［スクリプト①］ 

例） 

キアラ ：すみません。チリソースはありますか。  

てんいん：すみません。チリソースはありません。  

キアラ ：そうですか。わかりました。 

 

１） 

キアラ ：すみません。トイレットペーパーはありますか。 

てんいん：はい。こちらです。  

キアラ ：ありがとうございます。 

 

２） 

キアラ ：すみません。油は、ありますか。  

てんいん：すみません。油はありません。  

キアラ ：そうですか。わかりました。 

 

３） 

キアラ ：すみません。ゴミ袋は、ありますか。  

てんいん：はい。こちらです。 

キアラ ：ありがとうございます。 

 

［Can-doチェック］［解答シート参照］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あります arimasu＝〇  

ありません arimasen＝× 

a）  

 

 

 

〇   

b）  

 

 

 

×  

c)  

 

 

 

× 
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p47 聞きましょう[スクリプト②] 

サ ン ト ス  ：すみません。ブラジルに手紙を送りたいです。 

          航空便はいくらですか。 

ゆうびんきょくいん：日本からブラジルまでですね。300円です。 

サ ン ト ス  ：そうですか。何日かかりますか。 

ゆうびんきょくいん：７日です。 

サ ン ト ス  ：わかりました。お願いします。 

 

 

p50 練習しましょう［スクリプト③］ 

例） 

キ    ム   ：すみません。韓国に荷物を送りたいです。 

          航空便は、いくらですか。 

ゆうびんきょくいん：日本から韓国までですね。3450円です。 

キ    ム   ：そうですか。何日かかりますか。 

ゆういびんきょくいん：5日です。 

 

１） 

キ  ア  ラ  ：すみません。フィリピンに書類を送りたいです。 

          EMSは、いくらですか。 

ゆうびんきょくいん：日本からフィリピンまでですね。1400円です。  

キ  ア  ラ  ：そうですか。何日かかりますか。 

ゆうびんきょくいん：2日です。  

 

2） 

ク  ア  ン  ：すみません。ベトナムに手紙を送りたいです。 

航空便は、いくらですか。  

ゆうびんきょくいん：日本からベトナムまでですね。90円です。  

ク  ア  ン  ：そうですか。何日かかりますか。 

ゆうびんきょくいん：10日です。  
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５㎏ 

Can-doチェック［解答シート］ 

 

 おかね にっすう 

1) 

 
  SAL 

\ 90 
 ７ 日   

2) 

 

 

 EMS 
\ 1400 

 ２ 日 

    

3)  

 
   \ 4000  ３ ヶ月 
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第 5課 やすみのひ、なにを しますか。 

 

p57 聞きましょう［スクリプト①］ 

ふくだ：オウさんは何が好きですか。 

オ ウ：わたしは、スポーツが好きです。 

ふくだ：どんな スポーツが好きですか。 

オ ウ：サッカーが好きです。 

福田さんは、サッカーが すきですか。  

ふくだ：いいえ、サッカーが好きじゃありません。 

    わたしは、テニスが好きです。 

 

 

p60 聞きましょう［スクリプト②］ 

たなか：キアラさん、休みの日は何をしますか。 

キアラ：にほんごの べんきょうをします。 

それから かいものします。たなかさんは？ 

たなか：わたしは、ほんを よみます。それから、テレビを みます。 

 

 

p62 聞きましょう［スクリプト③］ 

ふくだ：キアラさんはよくコンビニに行きますか。 

キアラ：いいえ、行きません。よくスーパーに行きます。 

 

 

p65 聞きましょう［スクリプト④］ 

キム：週末よく何をしますか。  

はら：家族と スーパーに行きます。 

キムさんは週末よく何をしますか。 

キム：わたしは、家でマンガを読みます。 

はら：そうですか。先週もマンガを読みましたか。 

キム：先週、マンガを読みませんでした。 

友だちとショッピングモールに行きました。 
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第 6課 いっしょに いきませんか。 

 

p71 聞きましょう［スクリプト①］ 

例） やまさき：まつもとさん、こんど 花火大会がありますよ。 

まつもと：へえ！そうですか。 

 

１） やまさき：まつもとさん、こんど お祭りがありますよ。 

   まつもと：へえ！そうですか。 

 

２） やまさき：まつもとさん、こんど おもしろい映画がありますよ。 

   まつもと：へえ！そうですか。 

 

３） やまさき：まつもとさん、こんど もちつきがありますよ。 

   まつもと：へえ！そうですか。 

 

 

p72 聞きましょう［スクリプト②］ 

例１）やまさき:さいとうさん、いっしょにカフェに行きませんか。 

   さいとう:いいですね！行きましょう。 

 

例２）やまさき:さいとうさん、いっしょにコーヒーを飲みませんか。 

   さいとう: すみません、ちょっと・・・。 

 

１）やまさき:さいとうさん、いっしょにスキーをしませんか。 

  さいとう:すみません、ちょっと・・・。 

 

２）やまさき:さいとうさん、いっしょにスキーをしませんか。 

  さいとう:いいですね！しましょう。 

 

３）やまさき:さいとうさん、いっしょに ケーキを食べませんか。 

  さいとう:いいですね！食べましょう。 

 

 

 



いっしょに にほんご しまねけん 

島根県・しまね国際センター 

（2018年 11月 29日現在） 

11 

p75 聞きましょう［スクリプト③］ 

エミ  ：森山さん、こんど、いっしょに遊びませんか。 

もりやま：いいですね。エミさんは何がしたいですか。 

エミ  ：わたしは、カラオケに行きたいです。 

もりやま:いいですね。 

エミ  ：日本の歌が歌いたいです。 

もりやま：そうですか。 

 

 

p76 練習しましょう［スクリプト④］ 

例）ううう、さむい。家に帰りたいです。 

 

１）お母さん、テレビが見たいよう。 

 

２）お母さん、アイスクリームが食べたいよう。 

 

３）はああ、シャワーが浴びたいです。 

 

４）はああ、ビールが飲みたいです。 

 

５）わあ、花火大会、行きたいなあ。 

  日本の花火が見たいなあ。 

 

 

p78 聞きましょう［スクリプト⑤］ 

例） 

A: パーティーがしたいです。 

B: いいですね。しましょう。 

A: いつがいいですか。 

B: 土曜日はどうですか。 

A: いいですね。 

B: 何時がいいですか。 

A: ７時はどうですか。 

B: いいですね、どこでしますか。 

A: わたしの家はどうですか。 

B: ありがとうございます。 
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１） 

A: こんど、Sカフェに行きませんか。 

B: いいですね、いきましょう。 

A: いつがいいですか。 

B: 15日はどうですか。 

A: いいですね。3時ごろはどうですか。 

B: 3時はちょっと…。1時はどうですか。 

A： いいですよ。どこで会いますか。 

B: じゃ、Sカフェで あいましょう。 

A: はい、じゃ、15日の 1時にカフェで。 

 

２） 

A: お花見に行きたいなあ。 

B: じゃ、いっしょに行きませんか。 

A: ありがとうございます。 

B: いつがいいですか。 

A: 4月 3日はどうですか。 

B: 3日はちょっと…。4日はどうですか。 

A: はい、大丈夫です。 

B: 何時がいいですか。 

A: 11時半はどうですか。 

B: いいですね。 

A: どこでしますか。 

B: さくら公園はどうですか。 

A: いいですね！そうしましょう。 
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第 7課 ひなんして ください！ 

 

p83 聞きましょう［スクリプト①］ 

例）雷に注意してください。 

 

１）大雨に注意してください。 

 

２）地震に注意してください。 

 

３）台風に注意してください。 

 

４）大雪に注意してください。 

 

 

p85 練習しましょう［スクリプト②］ 

例）台風が 来ています。大雨に 注意してください。 

 

１）出雲市に 大雨特別警報が 出されました。 

 

２）避難指示が 出ました。 今すぐ 避難してください。 

 

３）11時ごろ 自身が ありました。津波に 注意してください。 

 

 

p89 聞きましょう［スクリプト③］ 

例）Ａ：ルイスさんは 日本語が できますか。 

Ｂ：はい、できます。 

Ａ：英語も できますか。 

Ｂ：いいえ、できません。 

 

１）Ａ：たなかさんは 英語が できますか。 

Ｂ：はい、できます。  

Ａ：中国語も できますか。  

Ｂ：いいえ、できません。 
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２）Ａ：松本さんは ポルトガル語が できますか。 

Ｂ：はい、できます。 

Ａ：ベトナム語も できますか。  

Ｂ：はい、できます。 

 

３）Ａ：チンさんは 英語が できますか。 

Ｂ：はい、できます。  

Ａ：日本語も できますか。  

Ｂ：はい、できます。 

 

 

p91 聞きましょう［スクリプト④］ 

１）エレナ   ：すみません。水が ありますか。 

ボランティア：はい、ありますよ。 

並んでください。 

 

２）エレナ   ：すみません。粉ミルクが ありますか。 

  ボランティア：はい。ありますよ。 

ちょっと待ってください。 

 

 

p91 [Can-do チェック] 

例）小学校に 言ってください。 

１）静かに してください。 

２）取ってください。 

３）使ってください。 

４）避難してください。 

５）並んでください。 

 

 

p92 聞きましょう［スクリプト④］ 

１）カク   ：取りましょうか。 

  おばあさん：ありがとうございます。 

 

２）カク   ：持ちましょうか。 

  おばあさん：ありがとうございます。  
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第 8課 どうしましたか。 

 

p97 聞きましょう［スクリプト①］ 

例)受付に行ってください。 

 

１）薬局に行ってください。 

 

２）待合室に行ってください。 

 

３）診察室に行ってください。 

 

 

p99 聞きましょう［スクリプト②］ 

例）A：どうしましたか。  B：頭が痛いです。 

 

１）A：どうしましたか。  B：おなかが痛いです。 

 

２）A：どうしましたか。  B：歯が痛いです。 

 

３）A：どうしましたか。  B：咳が出ます。 

 

 

p100 聞きましょう［スクリプト③］ 

いしゃ：こんにちは。 

ささき：こんにちは。 

いしゃ：今日はどうしましたか。 

ささき：喉が痛いです。 

いしゃ：いつからですか？ 

ささき：月曜日からです。 

ささき：：熱がありますか 

ささき：はい。あります。 

ささき：風邪ですね。 

ささき：そうですか。今日、シャワーを浴びてもいいですか。 

ささき：：はい、いいですよ。 

ささき：わかりました。ありがとうございました。 
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Can-doチェック                        解答 

 

例） 

       ＋ 

 

  

 いけません 

1)          

       ＋ 

 

  

 いけません 

2) 

 

 

  

いいですよ。 

 

 

p104 聞きましょう［スクリプト④］ 

１）いしゃ：薬は１日に１回飲んでください。 

朝、食前に飲んでください。 

３日分出します。 

 

２）いしゃ：薬は１日に３回飲んでください。 

朝と昼と夕、食後に飲んでください。 

５日分出します。 

 

３）いしゃ：薬は１日に２回飲んでください。 

朝と昼、食前に飲んでください。 

４日分出します。 
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第 9課 レストランで はたらきたいです 

 

p109 聞きましょう［スクリプト①］ 

１）Ａ:どんな 仕事が したいですか。 

Ｂ：コンビニで 働きたいたいです。 

 

２）Ａ:どんな 仕事が したいですか。 

Ｂ：スーパーで 働きたいです。 

 

 

p110 聞きましょう［スクリプト②］ 

ふじわら：免許は ありますか。 

クアン ：いいえ、ありません。 

ふじわら：そうですか。わかりました。 

どんな 仕事が したいですか。 

クアン ：コンビニで 働きたいです。 

ふじわら：経験はありますか？ 

クアン ：はい、あります。 

ブラジルの コンビニで 働いたことが あります。 

 

 

p112 聞きましょう［スクリプト③］ 

例）おはようございます。チンです。すみませんが、熱があります。 

今日は休んでもいいですか。 

 

１）おはようございます。李です。すみませんが、頭が痛いです。 

今日は休んでもいいですか。 

 

２）おはようございます。サントスです。すみませんが、風邪をひきました。 

今日は休んでもいいですか。 

 

３）おはようございます。田中です。すみませんが、子どもが病気です。 

今日は休んでもいいですか。 
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p114 聞きましょう［スクリプト④］ 

例）Ａ：すみません。トイレに 行ってもいいですか。 

  Ｂ：いいですよ。 

 

１）Ａ：すみません。休憩してもいいですか。 

  Ｂ：いいですよ。 

 

２）Ａ：すみません。家に電話してもいいですか。 

  Ｂ：いいえ。だめですよ。 

 

３）Ａ：すみません。早退してもいいですか。 

  Ｂ：いいですよ。 
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第 10課 やまだアリスの ははです 

 

p120 聞きましょう［スクリプト①］ 

例）母親：山田アリスの母です。 

     今日は、アリスは、熱がありますから、学校を休みます。 

     すみませんが、よろしくお願いします。 

 

１）母親：佐藤ミンの母です。 

     さっき、ミンがけがをしましたから、学校に行きません。 

     そして、病院にいきます。お願いします。 

 

２）母親：山本シャンナの母です。 

     今日、シャンナはとても頭が痛いですから、 

     学校は休みます。お願いします。 

 

３）母親：鈴木サムの母です。 

     サムは、昨日の夜から、ずっとおなかが痛いです。 

     今日は休みます。すみません。 

 

 

p124 聞きましょう［スクリプト②］ 

＊A→母親／B→教師 

 

１）♪電話の音♪ 

A: はい、山田です。 

B: げんき学校の田中です。 

A: あ、先生、お世話になります。 

B: お母さん、今いいですか。 

A: はい、大丈夫です。 

B: 今、アリスさんは、おなかが痛いです。 

  お母さん、学校に迎えに来てください。 

A: はい、わかりました。すぐに行きます。 

B: お願いします。 
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２）♪電話の音♪ 

A: はい、佐藤です。 

B: げんき学校の田中です。 

A: 田中先生、お世話になります。 

B: お母さん、今いいですか。 

A: はい、大丈夫です。 

B: 今日、ミンさんが友達とけんかをしました。   

  けがはないです。でも、あまり元気がありません。 

  家でミンさんの話を聞いてください。 

A: 家で…何ですか。すみません、もう 1度お願いします。 

B: 家でミンさんの話をよく聞いてください。 

A: はい、わかりました。 

  お電話ありがとうございました。 

 

 

p126 ［Can-do チェック②］ 

＊A→母親／B→教師 

 

例）♪電話の音♪ 

A: はい、山田です。 

B: げんき学校の田中です。 

A: あ、先生、お世話になります。 

B: お母さん、今いいですか。 

A: はい、大丈夫です。 

B: 今、アリスさんはおなかが痛いです。 

  お母さん、学校に迎えに来てください。 

A: はい、わかりました。すぐに行きます。 

B: お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



いっしょに にほんご しまねけん 

島根県・しまね国際センター 

（2018年 11月 29日現在） 

21 

１）♪電話の音♪ 

A:                     

B: （   ）学校の（   ）です。    

A:                     

B: お母さん、今、いいですか。 

A: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: 今、（    ）さんは、ねつが 38度あります。 

  お母さん、迎えにこられますか。 

A: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

２）♪電話の音♪ 

A: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: （   ）学校の（   ）です。    

A: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: お母さん、今、いいですか。 

A： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: （   ）さんは、しゅくだいを しません。 

  昨日も、しませんでした。 

  お母さん、（   ）さんの しゅくだいを 一緒に 見てください。 

A: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

３）♪電話の音♪ 

A: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: （   ）学校の（   ）です。    

A: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: お母さん、今、いいですか。 

A： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

B: （   ）さんは、今日、友達とけんかをしました。 

  その時、学校の物をこわしました。 

  お母さん、明日、学校へこられますか。 

A: ___________________________________ 

B:  ___________________________________ 

 

 

＊（  ）には、実際の名前を入れ

て、練習しましょう。 
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p128 聞きましょう［スクリプト③］ 

＊A→教師／B→母親 

 

１） 

A:アリスさんは、家でよく遊びますか。 

B:はい、よく遊びます。 

 友達とゲームをします。 

A:そうですか。 

 

２） 

A:ミンさんは、家ではどうですか。 

B:家ではあまり話しません。 

よくテレビを見ます。 

ちょっと心配です。 

A:そうですか。 

 

３） 

A:サムさんは、家ではどうですか。 

B:早く寝ます。そして、早く起きます。 

 よく食べます。 

 とても元気です。 

A:そうですか。いいですね。 

B:学校ではどうですか。 

A:学校でもとても元気ですよ。 

 

 

 


