
エリンが挑戦!にほんごできます。 

艾琳学日语 练习、活动 答案 

 

第１課 

練習 

1． 

（1）はじめまして。咲です。日本から来ました。よろしくお願いします。 

（2）はじめまして。リーです。中国から来ました。よろしくお願いします。 

（3）はじめまして。チンです。上海から来ました。よろしくお願いします。 

（4）はじめまして。めぐみです。東京から来ました。よろしくお願いします。 

（5）＜略＞ 

（6）＜略＞ 

 

2．＜略＞ 

 

第２課 

練習 

1． 

（1）b 

（2）d 

（3）a 

（4）c 

2． 

（1）見てください。 

（2）待ってください。 

（3）見せてください。 

（4）書いてください。 

（5）教えてください。 

 

第３課 

練習 

1． 

（1）それ 

（2）あれ 

（3）これ 



2． 

（1）これ 

（2）あれ 

（3）それ 

（4）それ 

3． 

①A：それは何ですか？ 

B：これは天ぷらです。 

②A：それは何ですか？ 

C：これは焼き鳥です。 

③A：それは何ですか？ 

D：これはピザです。 

④A：あれは何ですか？ 

D：あれは寿司です。 

 

第４課 

練習 

1． 

（1）えんぴつはどこですか？ 

（2）ノートはどこですか？ 

（3）本はどこですか？ 

（4）かばんはどこですか？ 

（5）CD はどこですか？ 

2． 

(例) A：猫はどこですか？ 

   B：いすの下です。 

 

第５課 

練習 

1．＜略＞ 

2．＜略＞ 

3．＜略＞ 

4． 

（1）本屋は、午前 11 時から午後 9 時までです。 

（2）美容院は、午前 10 時から午後 7 時 45 分までです。 

（3）銀行は、午前 8 時半から午後 3 時までです。 

（4）郵便局は、午前 9 時から午後 5 時半までです。 

（5）病院は、午前 9 時から 11 時 45 分まで、午後 2 時から 6 時半までです。 

 

第６課 



練習 

1． 
 

（1）さんびゃく 

（2）ななひゃくごじゅう 

（3）きゅうせんさんびゃく 

（4）ろっぴゃくさんじゅう 

（5）いちまん 

（6）ごせんにひゃくごじゅう 

（7）さんびゃくきゅうじゅうよん 

（8）にせんななひゃくごじゅう 

（9）はっせんにひゃくろくじゅうご 

（10）きゅうまんきゅうせんきゅうひゃくきゅうじゅうきゅう 

2．＜略＞ 

3． 

（1）A：病院までいくらですか。 

    B：180 円です。 

（2）A：空港までいくらですか。 

   B：1600 円です。 

（3）A：ディズニーランドまでいくらですか。 

   B：860 円です。 

（4）A：東京までいくらですか。 

   B：380 円です。 

（5）A：駅までいくらですか。 

   B：450 円です。 

4． 

（1）まで 

（2）は 

（3）まで 

（4）まで 

（5）は 

 

第７課 

練習 

1． 

②私は、映画が好きです。 

③私は、漫画が好きです。 

④私は、料理が好きです。 

⑤私は、野球が好きです。 

⑥私は、サッカーが好きです。 

⑦私は、テニスが好きです。 



⑧私は、旅行が好きです。 

⑨私は、音楽が好きです。 

⑩私は、読書が好きです。 

2．＜略＞ 

3．＜略＞ 

 

第８課 

練習 

1． 

（1）１つ/１こ 

（2）２人 

（3）１人 

（4）６つ/６こ 

2． 

（1）８つ 

（2）５つ 

（3）２つ/２こ 

（4）３つ 

（5）４つ 

3． 

（1）ドーナツを８つください。 

（2）お弁当を１つください。 

（3）ケーキを５つください。 

（4）ハンバーガーを３つください。 

（5）肉まんを７つください。 

（6）ポテトを４つください。 

（7）ドーナツを６つください。 

（8）おにぎりを７つください。 

 

第９課 

練習 

1． 

（1）テレビを見ています。 

（2）ソファーで寝ています。 

（3）友だちを持っています。 

（4）ジュースを飲んでいます。 

（5）プールで泳いでいます。 

（6）部屋の掃除をしています、 

2． 

例：泣いています 



3． 

A（マリーさんは歌を歌っています。） 

B（ハリムさんは音楽を聞いています。） 

C（パメラさんは手紙を書いています。） 

D（アルンさんはマンガを読んでいます。） 

E（ミンさんはパンを食べています。） 

F（エミリさんはジュースを飲んでいます。） 

G（キムさんは絵をかいています。） 

H（キャシーさんは折り紙を折っています。） 

I（ルイスさんは勉強しています。） 

J（スーザンさんは寝ています。） 

 

第 10 課 

練習 

1． 

（1）家に電話をかけてもいいですか。 

（2）トイレに行ってもいいですか。 

（3）電子辞書を使ってもいいですか。 

（4）教室で漫画を読んでもいいですか。 

（5）図書館で勉強してもいいですか。 

（6）学校に携帯電話を持って来てもいいですか。 

2． 

（1）A：家に電話をかけてもいいですか。 

   B：いいえ、いけません。 

（2）A：トイレに行ってもいいですか。 

   B：〈例〉どうぞ。 

（3）A：電子辞書を使ってもいいですか。 

   B：いいえ、いけません。 

（4）A：教室で漫画を読んでもいいですか。 

   B：いいえ、いけません。 

（5）A：図書館で勉強してもいいですか。 

   B：〈例〉はい、いいですよ。 

（6）A：学校に携帯電話を持って来てもいいですか。 

   B：いいえ、いけません。 

3． 

（1）c（中に入ってもいいですか。） 

（2）b（このパソコン、ちょっと使ってもいいですか。） 

（3）e（この DVD、おもしろそう。借りてもいい？） 

（4）a（この食べ物、持って入ってもいいですか。） 

（5）f（お母さん、この漫画、買ってもいい？） 

（6）d（今度の金曜日、会社の飲み会なんだけど、出てもいい？） 

 



第 11 課 

練習 

1． 

（1）顔を洗ってから朝ごはんを食べます。 

（2）新聞を読んでから出かけます。 

（3）歯を磨いてから寝ます。 

（4）ごはんを食べてから薬を飲んでください。 

（5）お金を入れてからボタンを押してください。 

（6）名前を書いてから出してください。 

2． 

（1）シャワーを浴びてから 

（2）授業が終わってから 

（3）ごはんを食べてから 

（4）友だちとメールをしてから 

（5）大好きな CD を聞いてから 

3． 

（1）好きなことをしてから宿題をします。／宿題をしてから好きなことをします。 

（2）頭を洗ってから体を洗います。／体を洗ってから頭を洗います。 

（3）靴下をはいてからズボンをはきます。／ズボンをはいてから靴下をはきます。 

（4）好きなものを食べてから嫌いなものをたべます。／嫌いなものを食べてから好きな

ものを食べます。 

 

活動 

2． 新宿発→ 東照宮見学 → 昼食（ゆば料理） → 華厳の滝見学 → ホテル着  

 

→ 自由時間（温泉） → 夕食 

 

 （朝９時に新宿を出発します。11 時に日光に着きます。はじめに東照宮という神社を

見ます。東照宮を見てから、昼ごはんを食べます。昼ごはんは日光名物のゆば料理です。 

昼ごはんを食べてから、滝を見に行きます。華厳の滝という有名な滝です。滝を見てか

ら、ホテルに向かいます。ホテルに着いてからはしばらく自由時間です。温泉をお楽し

みください。夕ごはんは夜 7 時にからになります。） 

 

第 12 課 

練習 

1． 

（1）行く 

（2）見る 

（3）取る 



（4）来る 

（5）勉強する 

（6）飲む 

（7）行かない 

（8）見ない 

（9）話さない 

2． 

（1）その本、おもしろい？―おもしろい。 

（2）土曜日、暇？―うん、暇。 

（3）消しゴム（を）借りてもいい？―うん、いいよ。 

（4）写真（を）見せて。―いいよ。 

（5）アイスクリーム（を）食べる？―食べない。 

（6）もう少し待つ？―うん、もう少し待つ。 

（7）パーティー（に）行く？―行かない。 

（8）図書館で勉強する？―うん、する。 

3． 

（1）（→友だち）この本、借りてもいい？ 

   （→先生）この本、借りてもいいですか？ 

（2）（→友だち）昨日、練習行った？ 

  （→先輩）昨日、練習行きましたか？ 

（3）（→おばあさん）だいじょうぶですか？ 

  （→子ども）だいじょうぶ？ 

 

活動 

1． 

（1）b （A：お昼、食べに行きませんか。B：いいよ。どこ行く？） 

（2）a （A：その本、ちょっと見てもいい？B：うん。これ、すごくおもしろいよ。） 

（3）c （A：このバス、文化センターに行きますか。B：ええ、行きますよ。） 

（4）b （A：その服、いいね。どこで買ったの？B：アメリカ村です。結構安かったん

ですよ。） 

（5）c （A：ちょっと暑くないですか。B：そうですね。窓を開けましょうか。） 

（6）a （A：「うらわカレー」っていう店、知ってる？B：うん。確か、駅の近くだよね。） 

 

 

第 13 課 

練習 

1． 

（1）田中さんは留守かもしれません。 

（2）有名人がいるかもしれません。 

（3）熱があるかもしれません。 

（4）試合に負けるかもしれません。 



（5）食べないかもしれません。 

（6）間に合わないかもしれません。 

2． 

（1）広島は雨が降るかもしれません。 

（2）名古屋は曇りかもしれません。 

（3）大阪は暑いかもしれません。 

（4）西日本は台風が来るかもしれません。 

 

第 14 課 

練習 

1． 

（1）いろいろな国へ行きたいです。 

（2）いい大学に入りたいです。 

（3）ピアノの先生になりたいです。 

（4）テレビに出たいです。 

（5）デザインの勉強を始めたいです。 

（6）好きな人と結婚したいです。 

2． 

（1）飲みたい 

（2）なりたい 

（3）行きたい 

（4）乗りたい 

 

活動 

1． 

A 北アルプス（美しい山の景色が見たいんですが、どこがいいですか。） 

B 北海道  （おいしい魚が食べたいんですが、どこがいいですか。） 

C 九州   （温泉に入りたいんですが、どこがいいですか。） 

D 石垣島  （きれいな海で泳ぎたいんですが、どこがいいですか。） 

E 奈良   （歴史的なお寺が見たいんですが、どこがいいですか。） 

F 秋田   （冬に雪が見たいんですが、どこがいいですか。） 

G 浅草   （日本的なおみやげを買いたいんですが、どこがいいですか。） 

H 仙台   （七夕(たなばた)のお祭りを見てみたいんですが、どこがいいですか。） 

 

第 15 課 

練習 

1． 

（1）A：英語は、難しいです。 B：英語は、難しくないです。 

（2）A：美術は、楽しいです。 B：美術は、楽しくないです。 



（3）A：昨日のテストは、難しかったです。 B：昨日のテストは、難しくなかったです。 

（4）A：この靴は、高かったです。 B：この靴は、高くなかったです。 

（5）A：料理は、おいしかったです。 B：料理は、おいしくなかったです。 

（6）A：映画は、おもしろかったです。 B：映画は、おもしろくなかったです。 

 

2． 

（1）あの店は安いけど、おいしいです。 

（2）体育は楽しいけど、疲れます。 

（3）母の料理は簡単だけど、おいしいです。 

（4）この歌手はあまり有名じゃないけど、上手です。 

3． 

（1）友だちを 1 時間待ったけど、来ませんでした。 

（2）先週風邪を引いたけど、もう元気です。 

（3）最初は不安だったけど、友だちがたくさんできました。 

（4）雨はやんだけど、風はまだ強いです。 

4． 

〈例〉   

（1）雨だけど、サッカーの試合があります。 

（2）おなかがいっぱいだけど、ケーキは食べたいです。 

（3）新幹線は速いけど、値段は高いです。 

（4）テストは難しかったけど、成績はあまり悪くないと思います。 

（5）旅行は楽しかったけど、疲れました。 

（6）日本語の勉強は難しいけど、おもしろいです。 

 

活動 

2． 

A ①（彼女とのデートに使うお店を探しています。高くてもいいから、おいしくて彼女

が喜ぶお店がいいんですけど。） 

B ④（主婦の友達同士で集まって食事ができる店を探しています。あまり高くなくて、お

いしくて、雰囲気がいい店がいいですね。） 

C ③（学生時代の友人と集まって飲みに行きたいと思っています。雰囲気なんか気にしな

い男ばかりだから、とにかく安くておいしいものをおなかいっぱい食べたいです

ね。）                                 

D ②(初めて日本に行くので、本当においしいお寿司が食べたいです。高くてもいいから

私の国では食べられない本物の味が知りたいです。ほかのことは気にしません。) 

                                      

 

  ①(フランス料理屋の「やま」は、有名なレストランだから値段は高いけど、サービス

はすごくいいし、雰囲気もあるし、料理は量は少ないけど、見た目がすごくきれい

いで味もいいですよ。) 

 ②(「よしかわ」っていう寿司屋は本当においしい寿司が食べられるんですけど、ご主

人がちょっと怖いひとなのでサービスはちょっと…。値段も高いけど、味はここが

一番ですね。) 



 ③（「くぼた」はちょっとうるさくて、店もきれいじゃないんだけど、料理は本当にお

いしいです。しかもすごく安いし。いつもこんでいるけど、おすすめですよ。） 

 ④（和食のレストラン「あしむら」を紹介します。おしゃれできれいで、ちょっと高そ

うなんだけど、意外に安いんです。もちろん料理もおいしいです。） 

第 16 課 

練習 

1． 

（1）明日の朝、早く出かけるから、今日はもう寝ます。 

（2）おいしかったから、たくさん食べました。 

（3）寒いから、窓を閉めてください。 

（4）間に合わないから、タクシーで行きましょう。 

（5）あの歌手はかわいいから、人気があります。 

（6）数学は難しいから、好きじゃないです。 

2． 

〈例〉 

（1）あの店は安いから、たくさん買いましょう。 

（2）暑いから、エアコンをつけてください。 

（3）おなかがすいたから、食事にしましょう。 

（4）この本はおもしろいから、人気があります。 

（5）あの部屋は広いですから、おおぜい入れます。   

3． 

（1）あの服は高かったので、買いませんでした。 

（2）おいしかったので、たくさん食べました。 

（3）あの問題は難しかったので、わかりませんでした。 

（4）明日は日曜日なので、授業がありません。 

（5）さくらがきれいなので、春が一番好きです。 

4． 

（1）好きなので 

（2）暑いので 

（3）食べなかったので 

 

活動 

1．春 b，c   夏 d，h   秋 e，g  冬 a，f 

 

第 17 課 

練習 

1． 

（1）日本語で手紙を書いたことがあります。/日本語で手紙を書いたことがありません。 

（2）高い山に登ったことがあります。/高い山に登ったことがありません。 



（3）海で泳いだことがあります。/海で泳いだことがありません。 

（4）日本へ行ったことがあります。/日本へ行ったことがありません。 

2． 

（1）登ったことがあります 

（2）乗ったことがあります 

 

活動 

1． 

（2）食べた 

（3）折った 

（4）見た 

（5）聞いた/歌った 

（6）した 

（7）話した/会った 

（8）出した/書いた 

 

第 18 課 

練習 

1． 

（1） 

①A：動物にさわることはできますか。 

 B：できません。 

②A：動物にえさをあげることはできますか。 

 B：できません。 

③A：一度出て、もう一度入ることはできますか 

 B：はい、できます。/いいえ、できません。 

（2） 

①A：写真を撮ることはできますか。 

 B：できます。 

②A：メモをとることはできますか。 

 B：できません。 

①A：携帯電話を使うことはできますか。 

 B：いいえ、できません。 

 

（1）ことができます。 

（2）ことができます。 

（3）＜略＞ 

   

 

活動 



（1）B 

（大学に合格して 4 月から東京に引っ越します。音楽大学なので、遅くまでピアノを

練習したいです。あと、ペットの猫がいるので一緒に住みたいと思っています。） 

 A  A:この部屋でペットを飼うことはできますか。 

   B:いえ、飼うことはできません。すみません。 

    A:遅くまでピアノの練習をすることはできますか。 

   B:ピアノもほかの人の迷惑になりますから、だめです。 

 B  A:この部屋でペットを飼うことはできますか。 

   B:うさぎや猫などの小さい動物を飼うことはできます。犬はだめです。 

    A:遅くまでピアノの練習をすることはできますか。 

   B:ほかの部屋の音は聞こえませんから、大丈夫です。 

 c  A:この部屋でペットを飼うことはできますか。 

   B:はい、ここは大丈夫ですよ。 

    A:遅くまでピアノの練習をすることはできますか。 

   B:昔、ピアノで問題になったことがありました。だから、夜 7 時までにしてく

ださい。 

 

（2）A 

（出張のホテルを探しています。ホテルでは部屋でインターネットを使って仕事をした

いと思います。最後のチェックアウトの日は飛行機が遅いので、お昼まで部屋で仕事

がしたいです。） 

A  A:部屋でインターネットを使うことはできますか。 

   B:コンピューターをお持ちいただければ、お使いいただけます。 

    A:チェックアウトの日に遅くまで部屋を使うことはできますか。 

   B:チェックアウトは 11 時ですが、12 時ごろまで大丈夫です。 

B  A:部屋でインターネットを使うことはできますか。 

   B:はい、お使いいただけます。 

    A:チェックアウトの日に遅くまで部屋を使うことはできますか。 

   B:チェックアウトは午前 10 時となっています。 

c  A:部屋でインターネットを使うことはできますか。 

   B:部屋ではなく、ロビーからインターネットを使うことができます。 

    A:チェックアウトの日に遅くまで部屋を使うことはできますか。 

   B:はい、12 時までお使いいただけます。 

 

（3）C 

(友だちが 3 か月後に結婚します。二次会のパーティーのためにレストランを探して

います。その友達からはカラオケを歌いたいというリクエストを聞いています。早

く会場を決めてすぐに案内を出したいです。出席する人は 30 人ぐらいです。) 

A A:そちらは 30 人ぐらい入ることはできますか。 

   B:はい、大丈夫です。 

    A:カラオケを使うことはできますか。 

   B:申し訳ありませんが、カラオケはご遠慮いただいております。 

  A:今から予約することはできますか。 

   B:はい。詳しいことが決まりましたら、お知らせください。 



B  A:そちらは 30 人ぐらい入ることはできますか。 

   B:はい、大丈夫ですよ。 

    A:カラオケを使うことはできますか。 

   B:はい、こちらも大丈夫です。 

A:今から予約することはできますか。 

   B:あ、予約は 2 週間前からの受付になります。 

c  A:そちらは 30 人ぐらい入ることはできますか。 

   B:はい、大丈夫です。少し狭くなりますが。 

    A:カラオケを使うことはできますか。 

     B:別料金になりますが、よろしいですか。 

A:今から予約することはできますか。 

   B:はい、日にちをお知らせください。 

 

第 19 課 

練習 

1． 

（1）日本語が上手になりました。 

（2）おなかがいっぱいで眠くなりました。 

（3）スーパーができて便利になりました。 

（4）友だちが帰って静かになりました。 

（5）夕方涼しくなりました。 

（6）やっと春になりました。 

（7）先月、18 歳になりました。 

2．  

（1）明るくなりました。 

（2）薄くなりました。 

（3）静かになりました。 

3．  

（1）おいしくなりました 

（2）安くなったんだ 

（3）きれいになった 

 

活動 

1．  

（1）多く 

（2）少なく 

（3）りっぱに/広く 

（4）高く 

（5）にぎやかに 

 

第 20 課 



練習 

1． 

（1）黒板を消さないでください。 

（2）ほかの人に言わないでください。 

（3）図書館で食べないでください。 

（4）遅れないでください。 

（5）秘密を話さないでください。 

2． 

（1）言わないでください/話さないでください 

（2）消さないでください 

（3）止めないでください 

（4）吸わないでください 

 

活動 

1． 

 Ａ①  Ｂ⑥  Ｃ④  Ｄ⑤  Ｅ⑦  Ｆ③ 

 

以上 

 


