
Listening Exercises for the Third-Year Japanese:  Scripts 

1. Introducing 1  (自己紹介 1 ) 

 

はじめまして、皆
みな

さん。まずは通信
つうしん

大学にようこそ。私は国際交流クラブの部長の

斎藤雪
さいとうゆき

子です。このクラブには１年生の時から入っていて、毎年新しい留学生の皆さん

との出会いをとても楽しみにしています。出身は名古屋
な ご や

で、三人姉妹の末
すえ

っ子
こ

です。大

学では心理学
しんりがく

専攻の４年生です。クラブにはもう一人斎藤さん、斎藤美幸
み ゆ き

さんがいます

ので、私のことはユキと呼んでください。ゆきこのゆきという漢字は英語の snow です。

でも一年中テニスをしているので、ご覧
らん

の通り全然白くありません。テニスの好きな方、

是非
ぜ ひ

一緒にやりましょう。このクラブでは毎月色々な活動があります。皆さんとのこれ

からの交流を楽しみにしています。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

国際交流 こくさいこうりゅう International exchange 

末っ子 すえっこ The youngest child 

心理学 しんりがく Psychology 

ご覧の通り ごらんのとおり As you can see 

 

 

2. Introducing 2  (自己紹介 2) 

はじめまして、中野みさ子と申します。広島から来ました。専攻は心理学で、副
ふく

専

攻は英文学です。３年生です。趣味は料理と映画を見ることです。私の家族は大家族で、

兄弟が６人もいます。私は上から２番目です。祖父母
そ ふ ぼ

も一緒に住んでいるのでいつもに

ぎやかで楽しいんです。東京ではルームメートと二人だけなので、ちょっとホームシッ

クになってしまいました。でもクラブの皆さんや他の留学生の皆さんと今日会っておし

ゃべりできて、やっぱりこのクラブに入ってよかったなと思いました。皆さんの日本語

のお手伝
て つ だ

いをしたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 



語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

祖父母 そふぼ Grand parents 

ホームシック  Homesickness 

おしゃべり（をする）  Talk, chat 

 

 

3. 電話の会話 1  (Phone conversation 1) 

 

受付：はい、さくら日本語学校です。 

ジェニー： あの、ジェニー・グリーンと申します。今学期、さくら日本語学校で山下

先生の中 級
ちゅうきゅう

日本語会話のクラスを取っています。山下先生はいらっしゃいますか。 

受付： 山下先生は今授業中です。あと１時間くらいで終わると思いますが。 

ジェニー： そうですか。では伝言
でんごん

をお願いしたいのですが。。。 

受付： はい、どうぞ。 

ジェニー： 先ほど、アルバイト先から緊急
きんきゅう

の仕事を頼
たの

まれたんですが、どうしても

断
ことわ

れない仕事なんです。それで、先生に、今日のクラスを欠席
けっせき

します、とお伝えして

ほしいんですが。今日までの宿題はクラスメートに言づけてあります。 

受付： わかりました。では山下先生に、ジョンさんは緊急のアルバイトが入ったので、

今日のクラスを欠席する、とお伝えしますね。 

ジェニー： はい、よろしくお願いいたします。 

受付： 連絡ありがとうございました。ほかにご用件
ようけん

は？ 

ジェニー： いいえ、それだけです。では失礼いたします。 

 

 

 



 

語彙リスト: 

語彙 読み方 意味 

緊急(の) きんきゅう Urgent, pressing 

断る ことわる Refuse, decline 

言づける ことづける To ask, leave (someone ~) 

用件 ようけん business 

  

 

4. Phone Conversation 2  (電話の会話 2)： 

 

林： お電話変わりました。林です。 

ウォン： 林部長、TKK のウォンです。この間はどうも。 

林： ああ、ウォンさん、こちらこそお時間ありがとうございました。 

ところでご用件はなんでしょうか。 

ウォン： 実は、先日見せて頂いたお宅
たく

の新商品
しんしょうひん

ですが、うちの社長が大変興味
きょうみ

を持

っています。それで、もう少し商品について詳
くわ

しくお伺
うかが

いしたいのですが。今週お時

間がありますか。 

林： そうですか、それはありがとうございます。それでは明後日
みょうごにち

の金曜日の午後はい

かがですか。 

ウォン： はい、大丈夫
だいじょうぶ

です。時間は。。。午後２時頃ではいかがでしょう。 

林： はい、結構です。では明後日の午後２時に、うちのオフィスの一階にある受付
うけつけ

に

来ていただけますか。 

ウォン： わかりました。私のほかにもう一人、経理
け い り

の上田という者が一緒に参ります

ので、よろしくお願いいたします。 

林： はい、それでは明後日に。 



ウォン： では失礼します。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

新商品 しんしょうひん New product 

社長 しゃちょう President(of a company) 

明後日 みょうごにち =あさって 

The day after tomorrow 

受付 うけつけ Reception desk, front desk 

経理(部) けいり（ぶ） Accounting (department) 

参ります 参ります Humble expression of 行きま

す 

 

 

5. At hospital 1  (病気になった時 1) 

 

看護師
か ん ご し

： リーさん、どうぞお入りください。 

医者： 今日はどうしましたか。 

リー： 昨日から、お腹
なか

が痛
いた

いんです。 

医者： ちょっとそこに横
よこ

になってください。 

    軽
かる

く押しますから痛かったら言ってください。ここは痛いですか。 

リー： 痛くないです。 

医者： ここはどうですか。 

リー： あ、痛いです。 

医者： 何か変わったものを食べましたか。 



リー： いいえ、特
とく

には。。。あ、でも昨日外食
がいしょく

したんですけど、天ぷらや揚
あ

げ物
もの

を

食べ過
す

ぎたかもしれません。 

医者： 痛くなったのはその後ですか。 

リー： はい、家に帰ってから胃がむかむかして、その後痛くなりました。 

医者： 吐
は

いたりしましたか。 

リー： はい、夜中に２回吐いてしまいました。 

医者： うーん、原因
げんいん

は消化不良
しょうかふりょう

のようですね。消化を助ける薬を飲めば大丈夫ですよ。

一日に２回、朝と夕方に飲んでください。それから、痛みが消えるまではスープとかお

かゆだけにして、消化が悪いものは食べないでください。 

リー： わかりました。薬は一日２回、朝と夕方ですね。どのくらいの期間
き か ん

、飲めばい

いですか。 

医者： 痛みが止
と

まったらやめていいですよ。２-３日で治
なお

ると思いますよ。 

リー：よかった。ありがとうございました。 

医者、看護師： お大事にね。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

横になる よこになる Lie down 

外食 がいしょく Eating out 

揚げ物 あげもの Deep-fried food 

胃がむかむかする いがむかむかする Feel sick to one’s stomach 

消化不良 しょうかふりょう indigestion 

おかゆ  Rice porridge 

 

 

6. At hospital 2  (病気になった時 2)： 



看護師：次の方、どうぞ。そちらにおかけください。 

医者：今日はどうしました？ 

メアリー： 昨日の夜から熱
ねつ

が出て、頭
あたま

がふらふらするんです。 

医者：ちょっと体温
たいおん

をはかりますよ。ああ、３８度
ど

ありますね。どこか痛いところはあ

りますか。のどとかお腹とか。。 

メアリー：はい、のどがちょっとひりひりしています。 

医者：せきはどうですか。 

メアリー：せきは出ていません。 

医者：ほかにどんな症 状
しょうじょう

がありますか。 

メアリー：ほかには特にないんですけど、なんとなく疲
つか

れやすくて、、、。 

医者：そうですか。頭がふらふらするのも、疲れやすいのも多分熱のせいですね。 

インフルエンザのかかりはじめです。今流行
は や

っていますからね。 

メアリー：インフルエンザですかー 予防注射
よぼうちゅうしゃ

をしておけばよかったなあ。。。 

医者：薬を飲めば３-４日でよくなりますよ。一日２回、朝と夕方に食事の前に飲んで

ください。一週間続けて飲んでください。あと、外から帰ったら、うがいをしてくださ

い。 

メアリー：はい、わかりました。ありがとうございました。 

看護師：お大事
だ い じ

にね。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

頭がふらふらする あたまがふらふらする Feel dizzy 

のどがひりひりする  My throat sting (is burning) 

流行る はやる Go around, is prevalent 

予防注射 よぼうちゅうしゃ Preventive injection 



うがい（を）する  Gargle 

 

 

7. Talking about problem 1  (困ったとき 1): 

 

キム： すみません。。。財布
さ い ふ

をなくしてしまったんですけど。。。 

保管所
ほかんじょ

の人： そうですか。。。それはいつ頃
ごろ

ですか。 

キム：今朝、電車に乗る前に東京駅の売店
ばいてん

で缶
かん

コーヒーを買ったから、その時まではあ

ったんですけど、その後のことはよく覚えてないんです。この駅で電車を降
お

りて、改札
かいさつ

を出る時に財布がないのに気付
き づ

いたんです。スイカは財布の中に入れてありましたか

ら。。。どうしよう。 

保管所の人：どんな財布ですか。 

キム：茶色の二つに折
お

りたためるタイプです。 

保管所の人：中に何が入っていましたか。 

キム：現金４０００円くらいとスイカ、銀行の ATM カードです。 

保管所の人：銀行のカードも？それは大変だ。銀行には連絡しましたか。 

キム：あ、いいえ、まだです。 

保管所：うーん、ここにはそんな財布まだ届
とど

いていないし。。。ちょっと東京駅に連絡

してみるから待っていてください。東京駅の構内
こうない

で落としたかも知れないから。 

キム：はい、ありがとうございます。 

＿＿＿＿＿＿ 

保管所の人： 今問
と

い合
あ

わせたら、東京駅の落とし物保管所に届いているそうですよ。

よかったですね。落とし主
ぬし

が見つかったと連絡しておいたので、早速
さっそく

取りに行ってくだ

さい。 

キム：本当ですか。あーよかった。本当にありがとうございました。 

 



語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

缶コーヒー かんコーヒー Canned coffee 

改札 かいさつ Ticket gate 

二つに折りたたむ ふたつにおりたたむ To fold in two 

現金 げんきん Cash  

（駅の）構内 （えきの）こうない (on the station) premises 

落とし物保管所 

 

おとしものほかんじょ The lost and found office 

＝遺失物取扱
いしつぶつとりあつか

い所
じょ

 

落とし主 おとしぬし The person who has lost 

早速 さっそく immediately 

 

 

8. Talking about problem 2 (困ったとき 2): 

 

ジョーンズ： 大家
お お や

さん、大変です。泥棒
どろぼう

に入られました。 

大家：えー、すぐに警察
けいさつ

に連絡しなくちゃ。 

―――――― 

警察
けいさつ

：あー、これはひどいですねえ、部屋がめちゃ栗本薫ちゃですね。 

ジョーンズ：はい、２週間出 張
しゅっちょう

に行っていて、今日戻
もど

ったらこんなになっていたんで

す。。。 

警察：玄関
げんかん

から入っていますね。。。鍵
かぎ

はかけてあったんですか。 

ジョーンズ：いやあ。。。よく覚えてなくて。かけ忘れたかも知れない。。 

警察：何を取られましたか。 



ジョーンズ：パソコンとテレビがありません。あと、引
ひ

き出
だ

しに入れておいた現金
げんきん

もな

くなっています。３万円くらいあったと思うんですけど。。。 

警察：わかりました。早速捜査
さっそくそうさ

します。防犯
ぼうはん

カメラがこの周辺
しゅうへん

に何台があるので、す

ぐつかまりますよ。 

ジョーンズ：そうだといいんですけど。。。 

警察：じゃ、この用紙に名前と住所、取られたものを記入してください。 

泥棒が捕
つか

まったら連絡します。 

ジョーンズ：はい、よろしくお願いします。 

警察：今度から出かけるときは必
かなら

ず鍵をかけてください。 

ジョーンズ： はい。そうします。 

 

語彙： 

語彙 読み方 意味 

泥棒 どろぼう Thief  

警察 けいさつ Police 

めちゃめちゃな  Messy 

出張 しゅっちょう Business trip 

玄関 げんかん Front gate 

引き出し ひきだし Drawer  

捜査する そうさする To investigate 

防犯カメラ ぼうはんカメラ Security camera 

 

 

9. Making a plan 1  (相談する 1) 

 



A: ねえ、今度のクラブの懇親会
こんしんかい

、どこにしようか。 

B:  そうだね。。。この前はイタリアンレストランだったから、今度は違うところがい

いな。 

C: この『 牛
ぎゅう

一番』はどう？ 焼
や

き肉
にく

の食べ放題
ほうだい

だよ。 

A: 焼き肉か、いいね。でも大学から車で 40 分くらいかかるよ。ちょっと遠
とお

いんじゃ

ない。 

B: それに一人 40 ドルはちょっと高いよね。食べ放題だけど、皆が皆、焼き肉が大好

きってわけじゃないから。それに、あまり食べない人もいるだろうし。こっちの『MK

カフェ』はどう？  

C: サンドイッチの店かあ。。。 うーん。。 

A: いいんじゃない？ サンドイッチといっても、色々な種類がありそうだよ。サラダ

やスープもあるし。 

B: 一人１５ドルなんて安いよね。 

C: そうか、そうだね。。。じゃあ、そうしようか。 

A: よし、じゃあ『MK カフェ』に決まり。早速予約
よ や く

を入れておくね。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

懇親会 こんしんかい Social gathering 

食べ放題 たべほうだい All you can eat 

予約を入れる よやくをいれる To make a reservation 

 

 

10.  Making a plan 2 ( 相談する 2)： 

 

A:  今度の合宿
がっしゅく

、箱根
は こ ね

にしない？ 



B:   いいね、温泉
おんせん

もあるし、ハイキングもできるし。 

C: 私も賛成
さんせい

。で、どこに泊
と

まるの？ 

A: この『
「

イズミヤ旅館
りょかん

』はどう？ 駅から近いし、わりと新しい旅館みたいだよ。 

B:     でもちょっと高いなあ。。。 『星のやロッジ』はバスの停留所
ていりゅうしょ

から歩いて１０

分だけど、値段の割
わり

に設備
せ つ び

がそろってるね。 

C: わあ、カラオケやジムがあるんだ。。。でも露天風呂
ろ て ん ぶ ろ

がないね。 

A: 少々高くても、ぼくは露天風呂があるほうがいいなあ。それに、『星のやロッジ』

行きのバスは、３０分に一本しか来ないから不便
ふ べ ん

だよ。 

B: そうか、そうだね。。  

C:    じゃあ『イズミヤ旅館』にしようか。そうと決まったら今からお金をためておかな

くちゃ。 

B: じゃあ、皆にメールで連絡するね。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

合宿 がっしゅく Training camp 

賛成する さんせいする To agree 

わりと（＝わりに）  Relatively, fairly 

旅館 りょかん Japanese style inn 

（バスの）停留所 ていりゅうじょ Bus stop 

～の割に ～のわりに Considering 

Ex: あのレストランは高い

割においしくない 

The food isn’t good 

considering how expensive 

the restaurant is. 



設備 せつび facility 

～がそろう   

露天風呂 ろてんぶろ Open-air bath 

お金をためる  To save money 

 

 

11.   At airport  (空港
くうこう

で)： 

 

旅行者：あの、すみません。空港から新百合
し ん ゆ り

ヶ
が

丘
おか

っていうところにいきたいんですけど、

どういったらいいか教えて頂けませんか。 

案内所
あんないじょ

：大きな荷物
に も つ

をお持ちですね。宅配
たくはい

をご利用になりますか。 

旅行者：いえ、明日から大阪の方に旅行に行くので、荷物は一応
いちおう

全部自分で運
はこ

ぶつもり

なんですけど。 

案内所：そうですか、それなら、リムジンバスのほうが、電車より便利だと思いますよ。

新百合ヶ丘の駅まで直接
ちょくせつ

行くバスがあるし、荷物もそのままバスが運んでくれますか

ら。 

旅行者： バスですか。。。値段はいくらくらいですか。 

案内所： 新百合ヶ丘までなら、多分３０００円くらいだと思います。電車だと、運賃
うんちん

がだいたい１５００円くらいですが、宅配が２０００円くらいかかりますから、バスの

ほうが少し安いんじゃないでしょうか。ただ、この時間は高速道路
こうそくどうろ

が込みますから、場

合によっては電車より時間がかかるかもしれませんが。 

旅行者：そうですか。。。 特に急
いそ

がないので、じゃあ、バスにしようかな。 

案内所：バスの切符売
き っ ぷ う

り場
ば

はあちらです。バス乗り場までの行き方もそこで聞いてくだ

さい。 

旅行者：わかりました。ありがとうございました。 

案内所： いいご旅行を。 

 



語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

宅配 たくはい Door-to-door delivery 

リムジンバス  Limousine  

 

運賃 うんちん fare 

高速道路 こうそくどうろ freeway 

場合によっては ばあいによっては Depending on the 

circumstances 

 

 

12.  How to get on a bus  (バスの乗り方)：  

留学生のキムさんは、ホストマザーから色々アドバイスを受けています。 

ホストマザー：キムさん、いよいよ今日は大学の第一日目ね。 

キム： はい、ちょっと緊張
きんちょう

しています。 

ホストマザー： 大学に着くまで一人ですね。バスの乗り方、もう一回確認
かくにん

しましょう

か。 

キム：はい。 

ホストマザー： ここのバスは、前のドアから乗ってすぐに料金
りょうきん

を払うのよ。スイカ

を使うと便利ですよ。スイカ、ちゃんと持ってる？ 

キム：はい。でも、現金
げんきん

で払ってもいいんですよね。 

マザー：もちろんよ。その場合
ば あ い

は、おつりがないように小銭
こ ぜ に

を用意しておかなくちゃね。

どうしても小銭がないときは、千円札
さつ

を入れて、小銭に変える機械
き か い

があるから、それで

小銭にかえてから払うのよ。千円札以上の大きいお札は使えないから、気をつけなくち

ゃいけないわね。 

キム：はい、昨日銀行で両替
りょうがえ

してきて、小銭も千円札も十分
じゅうぶん

あるから大丈夫
だいじょうぶ

です。 



マザー：それから、これは多分アメリカでも同じだと思うけど、バスや電車の中では

携帯電話
けいたいでんわ

は使ってはいけないことになっています。必
かなら

ずマナーモードに切
き

り替
か

えてお

いてね。 

キム：はい。あと、降りるときはブザーを押
お

すんですよね。 

マザー：そうそう。停留所
ていりゅうじょ

のアナウンスを聞いたらすぐ押した方がいいわね。ところ

で、星城
せいじょう

大学の正門
せいもん

は、このバス停から６つ目ですよ。見逃
み の が

さないようにね。 

キム：はい。では行ってきます。 

マザー：楽しんできてね！ 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

緊張する きんちょうする To get nervous 

確認する かくにんする To confirm 

料金 りょうきん fare 

小銭 こぜに coin 

お札 おさつ bill 

切り替える きりかえる change 

見逃す みのがす miss 

 

 

13.   Interview  (インタビュー): 

アナウンサー： CSUF 日本語放送
ほうそう

の時間です。今日のゲストはこの７月に日本からい

らっしゃったばかりの石山洋子
いしやまようこ

先生です。石山先生、今日はお忙
いそが

しいところ来てくだ

さって、ありがとうございます。 

石山：いいえ。よろしくお願いします。 

A:   石山先生、まず簡単
かんたん

に自己紹介をしていただけますか。 



I: はい。皆さん、はじめまして、石山洋子です。楠産
なんざん

大学で英文学を教えています。

この７月から一年間、CSUF で英文学の研究をするために来ました。来たばかりなので

まだキャンパスでもキョロキョロしています。 

A: ありがとうございました。ところで、石山先生が英文学にご興味をお持ちになった

のは、いつでしょうか。 

I: 高校２年生の時、英語のクラスではじめてシェークスピアを読んだときです。どの

話も面白くて夢中
むちゅう

になってしまいました。それで、原文
げんぶん

で読みたくなって、もっと英語

を勉強したいと思うようになりました。 

A： なるほど、そうだったんですね。アメリカははじめてですか。 

I: いえ、大学３年の夏に、一度家族と Disney Land を訪
おとず

れたことがあります。でも、

その時は旅行者でしたから。。。 実際
じっさい

に外国で生活するのはこれが初めてです。 

A. そうですか。ここの生活にはもう慣
な

れましたか。 

I: はい。日本では忙しくて、とても運動
うんどう

などする時間がなかったんですけど、ここで

は少し時間の余裕
よ ゆ う

があるので、研究の合間
あ い ま

に散歩
さ ん ぽ

することにしています。 

A. それはいいですね。では最後に、アメリカに来て初めて知って驚
おどろ

いた、というよ

うな、なにか面白
おもしろ

い経験談
けいけんだん

がありましたらお願いします。 

I: うーん。。。そうですね。。 面白いかどうかわからないんですけど、まず最初に

驚いたのは、日本では先生同士でも「。。。先生、。。。教授
きょうじゅ

」と呼
よ

び合
あ

うんですけ

ど、こちらではファーストネームでよんだりするんですね。「はーい、ジョン」とか

「ジェニファー」とか。。。 私も最初、同僚
どうりょう

にいきなり「洋子」って呼ばれて、ち

ょっとびっくりしました。今はもう慣れて、「洋子」って言われるとかえって嬉
うれ

しくな

るくらいですけど。 

A: そうですか。石山先生、今日はお忙しい時間にどうもありがとうございました。こ

れからの研究生活、楽しんでください。 

I: はい、ありがとうございます。 

 

語彙リスト： 

 



語彙 読み方 意味 

キョロキョロする  To look around restlessly 

シェークスピア  Shakespeare (William~) 

原文 げんぶん The original text 

～に慣れる ～になれる To get used to ~ 

～同士 ～どうし ~each other 

Ex.  彼らは敵同士
てきどうし

だ。 

They are (mutual) enemies. 

いきなり  All of a sudden 

かえって  On the contrary 

 

 

14.  Student life 1 (学生生活 1)： 

チェンさんとホストマザーの会話です。 

ホストマザー：チェンさん、どうしたの？ 今朝はなんだか元気がないみたいだけど。 

チェン：ええ、ちょっと今日は朝から頭がふらふらしていて。 

マザー： え、それは心配
しんぱい

ね。じゃあ、今日は学校を休んだほうがいいんじゃない？ 

熱
ねつ

はあるの？ 

チェン： 熱はないんです。それに、病気じゃないと思う。。 

マザー： どうして？ 

チェン：実
じつ

は昨日、徹夜
て つ や

で歴史の授業のレポートを書いていたんで、ほとんど寝てない

んです。２時間くらいしか寝てないから、今すごく眠
ねむ

い。 

マザー： 寝ないでレポートを書くなんて、体に良くないですよ。もっと早くからレポ

ートを書き始めればよかったのに。 

チェン： ええ、でも、他のクラスの宿題もあるし。。。このレポートのこと、すっか

り忘れていたんです。 



マザー： そう。でもレポートが間に合ってよかったわね。 

チェン： はい。眠いけど、これから頑張
が ん ば

って授業に行ってきます。 

 

マザー： いってらっしゃい。気をつけてね。 

バスの中で寝ちゃって、降りそこなった、なんてことがないようにね。 

それに今日は早く帰って、休んだ方がいいですよ。 

チェン： はい、そうします。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

頭がふらふらする あたまがふらふらする Feel dizzy 

熱がある ねつがある Have a fever 

徹夜 てつや To staying up all night 

すっかり  completely 

降りそこなう 

(=降りそびれる) 

おりそこなう To miss doing ~ 

 

 

15.   Student life 2  (学生生活 2): 

留学生のジェニーさんと、日本語の先生との会話： 

先生： ジェニーさん、留学生生活には、もうなれましたか。 

J: はい、先生。特に漢字は、はじめは多
おお

くて覚
おぼ

えられるかどうか心配
しんぱい

だったんですけ

ど、最近
さいきん

は勉強
べんきょう

すればするほど、面白
おもしろ

くなってきました。 

先生： それは良かったですね。 何か困
こま

ったこととか、ありますか。 



J: 特にないんですけど。。。あ、ひとつだけ、困った、っていうんじゃないんですけ

ど。。。実は、私のホストファミリーは皆納豆
なっとう

が大好きで、体にいいから毎朝食べなさ

いって言うんです。でも私はあのにおいがちょっと苦手
に が て

で。。。。 

先生：そうね。。。いくら体にいいからといっても、日本人も、みんながみんな、納豆

が好きってわけじゃないですものね。 

食べずぎらいは良くないけど、本当に食べたくなかったらはっきり断
ことわ

ったほうがいい

ですよ。 

J: そうですね。 

先生： 好き嫌
きら

いはみんなあるし、やはりおいしいと思うものを美味
お い

しく食べなくちゃ

ね。 

J: そうですよね。でも、味
あじ

がきらいなわけじゃないので、匂
にお

いをかがないようにして、

少しずつ食べてみます。 

先生： それはいいですね。でも、あまり無理
む り

しないようにね。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

納豆 なっとう Natto (fermented soybeans) 

におい  smell 

苦手な にがてな Do not like ~, be poor at ~ 

かぐ（嗅ぐ）  Smell ~ 

無理をしないように むりをしないように Take it easy 

 

 

16.  Student life 3  (学生生活 3)： 

 

留学生のキムさんと、学生交流クラブの友香
と も か

さんとの会話： 



友香： キムさん、日本に来てもう２か月ですね。 

キム： はい、おかげさまで、にほんの生活にもだいぶ慣れてきました。ホストファミ

リーやクラスメートの皆さんにはとてもよくしてもらっています。ホストマザーはいつ

もおいしいご飯を作ってくれて、自分で料理しなくてすんでいるのでとても助
たす

かってい

ます。でもつい食べ過
す

ぎて、実は、この２か月で３キロも太
ふと

っちゃいました。 

友香：日本語のクラスはどうですか。難
むずか

しいですか。 

キム： うーん、そうですね。。。全く問題がない、というわけではないんですけど、

なんとか頑張
が ん ば

っています。ただ、テストの前は勉強が大変で、寝る時間さえないくらい

です。 

友香：でもキムさんの日本語の発音
はつおん

は、日本人のように自然
し ぜ ん

で上手
じょうず

ですよ。 

キム：ありがとうございます。 

友香：ところで明日、クラブ主催
しゅさい

のパーティーがあるんだけど、来るでしょう？  

キム： いえ、明日はちょっと。。。来週中に仕上げなくちゃならないレポートがある

ので遠慮
えんりょ

しておきます。このクラブでは毎月パーティーがあるんですか。 

友香： いえいえ、毎月というわけじゃないですよ。それに、パーティーばかりしてい

る、というわけでもないんです。来月は勉強会を予定
よ て い

していますよ。 

キム： 勉強会ですか、時間があったら是非出席
ぜひしゅっせき

してみたいです。あ、暗
くら

くなってきま

したね。 

友香：ほんとだ。いつの間
ま

にかこんな時間になってしまいましたね。ではまた連絡しま

すね。 

キム： はい。ではまた。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

だいぶ  Pretty, rather 

実は じつは To tell the truth 



発音 発音 pronunciation 

主催 しゅさい Organized (by~) 

仕上げる しあげる To complete, to finish 

遠慮する えんりょする To hesitate (to do ~) 

いつの間にか いつのまにか Without one’s notice, before 

one notices 

 

 

17.   akayama  (高山)：  

山田さんとリンさんは昼休みに学生食堂で会いました。二人の会話です。 

 

山田： リンさん、ゴールデンウィークの計画
けいかく

はもう立てた？ 

リン： はい、チェンさんと飛騨
ひ だ

高山
たかやま

に行こうと思っているんです。 

山田： それはいいですね。高山は歴史
れ き し

のある町で、『小京都』って呼ばれていますよ

ね。 

それに、たしか世界遺産
い さ ん

の白川郷
しらかわごう

も近くにありますね。そこは合掌造
がっしょうづく

りの民家
み ん か

でも有

名ですよ。 

リン： ええ、そこもぜひ行ってみたいんですけど、２泊だけだからちょっと無理かな。

今回は高山の古い町並
ま ち な

みを歩いたり、温泉に入ったり、お寺めぐりをしたり、のんびり

するつもりです。 

山田： えーっ、２泊だけなの？ 

リン： ええ、二人とも休み明けに提出
ていしゅつ

するレポートがあるので、あまり長く旅行し

ているわけにはいかないんです。そうかといってどこにも行かないのもつまらないし。 

山田： それはそうですよ。せっかく日本に来たんだから色々なところに行ってほしい

な。 

リン： 山田さんはゴールデンウィーク、どうするんですか？ 



山田： 実はまだ決めてないの。先週忙
いそが

しかったから、どこかひなびた温泉で、のん

びりしたいかな。 

リン： 温泉なら、高山はどうですか。よかったら一緒に行かない？  

山田： 本当？ いいの？ 

リン： もちろん。人数が多い方が絶対
ぜったい

楽しいし。早速チェンさんに連絡します。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

ゴールデンウィーク  Golden Week  

A consecutive three-day 

holiday in April 29 to May 5 

established after 2007. 

世界遺産 せかいいさん World Heritage Site 

合掌造り がっしょうづくり A thatched roof house 

民家 みんか A private house 

町並み まちなみ street 

のんびりする  To take it easy 

提出する ていしゅつする To submit 

ひなびた  rustic 

よかったら  If you like 

 

 

18.  Preparation for a meeting  (会議
か い ぎ

の準備
じゅんび

) :  

 

部長
ぶちょう

： 山下さん、この書類
しょるい

のコピー、人数分
にんずうぶん

お願いします。 



山下： はい。えーと、会議の出席者
しゅっせきしゃ

は全部で 8 人ですから、コピーも８部でいいで

すか。 

部長： あ、予備
よ び

にもう一部
い ち ぶ

用意しておいてください。 

山下： はい、承知
しょうち

しました。それと、みんながみんなお茶がすきだとはかぎらないの

で、お茶、お水のほかに、コーヒーの用意もしてあります。 

部長： あ、それはどうもありがとう。それと、会議の前に、もう一度プレゼンのモニ

ターを確認
かくにん

しておいてくれる？ 

山下： はい、早速確認します。ところで、取引先
とりひきさき

からの出席者は２人と伺
うかが

っていま

すが。 

部長： そう、スミスさんとチェンさん、二人の予定
よ て い

です。 

山下： お二人にわが社のロゴの入ったマグカップを記念
き ね ん

に差
さ

し上げたいんですが、い

つ差し上げましょうか。 

部長： そうですね。。。じゃあ、会議の後、来てもらったお礼のあいさつをする時に

私から渡
わた

します。 

山下： わかりました。では部長が会議にいらっしゃるときにこの紙袋
かみぶくろ

をお持ちくだ

さい。この中に記念品
きねんひん

が入っていますから。 

部長： ありがとう。 

 

語彙リスト： 

語彙 読み方 意味 

書類 しょるい Documents, papers, forms 

人数分のコピー にんずうぶん Copies of the materials for the 

number of attendees 

出席者 しゅっせきしゃ attendees 

予備 よび spare 

プレゼン  =Presentation  



確認する かくにんする To confirm 

取引先 とりひきさき One’s business connection, 

one’s customer 

記念 きねん Commemoration, 

remeberance 

記念品
ひん

:   memento 

差し上げる さしあげる Humble form of あげる 

紙袋 かみぶくろ Paper bag 

 

 

 

 


