
「みんなの日本語・初級Ⅰ」第２版　新出文型・語彙リスト

文型・表現（練習Ａ） 名詞 副詞など

～は～です（名前・国籍・身分・職業） はい　いいえ

～は～じゃありません だれ（どなた）

～は～ですか 何歳（おいくつ）

～の～（所属）

～も～です

～は～歳です

これ／それ／あれは〈物〉です これ　それ　あれ　本　辞書　雑誌　新聞 この～　その～

これ／それ／あれは～ですか、～ですか。 ノート　手帳　名刺　カード　鉛筆 あの～　何（なん）

〈内容〉の〈物）です ボールペン　シャープペンシル　かぎ　時計 そう

〈人〉の〈物〉です（所有） 傘　かばん　ＣＤ　テレビ　ラジオ　カメラ

これ／それ／あれは〈人〉のです コンピューター　車　机　いす　チョコレート

この／その／あの〈物〉は〈人〉のです コーヒー 　（お）土産　英語　日本語　～語

ここは〈場所〉です ここ　そこ　あそこ　こちら　そちら　あちら どこ　どちら

〈場所・物・人〉はここです 教室　食堂　事務所　会議室　受付　ロビー 何階　いくら

〈物・人〉は〈場所〉です 部屋　トイレ（お手洗い）　階段

〈場所・物・人〉はこちらです エレベーター　エスカレーター　自動販売機

国／会社は～です 電話　[お]国　会社　うち　靴　ネクタイ

〈国／会社名〉の～です ワイン　売り場　地下　－階　－円　百　千

～は～円です 万　イタリア　スイス　フランス

ジャカルタ　バンコク　ベルリン　新大阪

―時―分です 起きます デパート　銀行　郵便局　図書館　美術館 ～から　～まで

～は～曜日です 寝ます 今　－時　－分　半　午前　午後　朝　昼 ～と～　何時

～は－時から－時までです 働きます 晩（夜）　おととい　きのう　きょう　あした 何分　何曜日

－時に～ます 休みます あさって　けさ　今晩　休み　昼休み　試験

ー時から～まで～ます 勉強します 会議　映画　毎朝　毎晩　毎日　月曜日

～ます／～ません／～ました／～ませんでした 終わります 火曜日　水曜日　木曜日　金曜日　土曜日

日曜日

２課

動詞／形容詞

１課

３課

４課

わたし　あなた　あの人（方）　～さん　 

～ちゃん　～人　先生　教師　学生　会社員　社員　銀

行員　医者　研究者　大学　病院　－歳　（アメリカ　

イギリス　インド　インドネシア　韓国　タイ　  

中国　ドイツ　日本　ブラジル）



文型・表現（練習A） 名詞 副詞など

〈場所〉へ行きます 行きます 学校　スーパー　駅　飛行機　船　電車 何年　何月　何日

〈乗り物〉で行きます 来ます 地下鉄　新幹線　バス　タクシー　自転車　人 いつ　歩いて

〈人〉と行きます 帰ります 友達　彼　彼女　家族　先週　今週　来週 一人で

〈日時〉に行きます 先月　今月　来月　去年　ことし　来年　－年

誕生日はー月ー日です －月　1日　2日　3日　4日　5日　6日　7日

8日　9日　10日　14日　20日　24日　－日

誕生日

～を～ます ごはん　朝ごはん　昼ごはん　晩ごはん　パン 何（なに）

何をしますか 卵　肉　魚　野菜　果物　水　お茶　紅茶 いっしょに

〈場所〉で～ます 牛乳（ミルク）　ジュース　ビール　（お）酒 ちょっと　いつも

～ませんか たばこ　手紙　レポート　写真　ビデオ　店 時々　それから

～ましょう 庭　宿題　テニス　サッカー　[お]花見 ええ

〈道具・手段〉で～ます 手　はし　スプーン　ナイフ　フォーク もう　まだ

〈言語〉で～ます はさみ　パソコン　ケータイ　メール　年賀状 これから

～は〈言語〉で～です パンチ　ホッチキス　セロテープ　消しゴム

わたしは〈人〉に〈物〉をあげます／もらいます 紙　花　シャツ　プレゼント　荷物　お金

もう～ました 切符　クリスマス　父　母　お父さん

お母さん　スペイン

～は〈形容詞〉です 桜　山　町　食べ物　所　寮　レストラン どう　どんな～

～は〈い形容詞〉くないです 生活　［お］仕事 とても　あまり

～は〈な形容詞〉じゃありません そして　～が　～

～は〈い形容詞〉〈名詞〉です

～は〈な形容詞〉な〈名詞〉です

６課

いい（よい）　悪い　暑い　熱い

寒い　冷たい　難しい　易しい

黒い　赤い　青い

高い　安い　低い　おもしろい

おいしい　忙しい　楽しい　白い

もらいます　貸します　借ります

教えます　習います

かけます（電話を～）

ハンサムな　きれいな　静かな

にぎやかな　有名な　親切な

動詞／形容詞

します　会います

５課

７課

８課

食べます　飲みます　吸います

見ます　聞きます　読みます

書きます　買います　撮ります

切ります　送ります　あげます

元気な　暇な　便利な　素敵な

大きい　小さい　新しい　古い



文型・表現（練習A） 名詞 副詞など

好き／嫌い／上手／下手 わかります 好きな 飲み物　料理　スポーツ　野球　ダンス　旅行 どうして

わかります／あります あります 嫌いな 音楽　歌　クラシック　ジャズ　コンサート よく　だいたい

程度の副詞 上手な カラオケ　歌舞伎　絵　字　漢字　ひらがな たくさん　少し

（理由）から、（結果） 下手な かたかな　ローマ字　細かいお金　チケット 全然　早く　速く

どうして 時間　用事　約束　アルバイト　ご主人 ～から

夫／主人　奥さん　妻／家内　子ども

～にNがいます あります いろいろな 男の人　女の人　男の子　女の子　犬　猫 ～や～[など]

N1の～にN2があります／います います パンダ　象　木　物　電池　箱　スイッチ

Nは～にあります／います 冷蔵庫　テーブル　ベッド　棚　ドア　窓

Nはどこにありますか／いますか ポスト　ビル　ATM　コンビニ　公園　喫茶店

～屋　乗り場　県　上　下　前　うしろ　右

左　中　外　隣　近く　間

助数詞 います（子どもが～） 1つ　2つ　3つ　4つ　5つ　6つ　7つ　8つ いくつ

〈期間〉に〈ー回〉 います（日本に～） 9つ　10　1人　2人　－人　－台　－枚　－回 どのくらい

〈期間〉にVます かかります りんご　みかん　サンドイッチ ～ぐらい

～から～まで〈時間・期間〉かかります 休みます（会社を～） カレー（ライス）　アイスクリーム　切手 全部で

はがき　封筒　両親　兄弟　兄　お兄さん　姉 みんな

お姉さん　弟　弟さん　妹　妹さん　外国 ～だけ

留学生　クラス　－時間　－週間　－か月

－年

名詞文過去 季節　春　夏　秋　冬　天気　雨　雪　曇り どちら

形容詞文過去 ホテル　空港　海　世界　パーティー どちらも

～は～より〈形容詞〉です ［お］祭り　すき焼き　刺身　［お］すし いちばん

～と～とどちらが〈形容詞〉ですか てんぷら　豚肉　とり肉　牛肉　レモン ずっと

／～のほうが〈形容詞〉です 生け花　紅葉 初めて

～［の中］で　～がいちばん〈形容詞〉です

わたしは～がほしいです 遊びます 大変な プール　川　美術　釣り　スキー　週末　何か ～ごろ

わたしはVたいです 泳ぎます ほしい どこか

～へV／Nに行きます 迎えます 広い　狭い

疲れます　結婚します

買い物します　食事します　散歩します

１３課

１０課

１１課

９課

動詞／形容詞

簡単な　近い　遠い　早い　速い

遅い　多い（人が～）

少ない（人が～）　暖かい　温かい
１２課

涼しい　甘い　辛い　重い

軽い　いい（コーヒーが）



文型・表現（練習A） 名詞 副詞など

Vてください 電気　エアコン　パスポート　名前　住所 まっすぐ

Vましょうか 地図　塩　砂糖　問題　答え　読み方　～方 ゆっくり

Vています すぐ　また

あとで

もう少し

もう～

Vてもいいですか 資料　カタログ　時刻表　服　製品　ソフト

Vてはいけません 電子辞書　経済　市役所　高校　歯医者　独身

Vています（結果の状態） 研究します 皆さん

Vています（習慣的行為）

V1てV2、～ 乗ります 若い　長い 体　頭　髪　顔　目　耳　鼻　口　歯　おなか どうやって

Vてから、～ 降ります 短い　明るい 足　背　サービス　ジョギング　シャワー どの～

～は～が～ 電話します 暗い 緑　（お）寺　神社　－番 どれ

〈い形容詞〉くて、～

〈な形容詞〉／〈名詞〉で、～

見学します

Vないでください 覚えます 大切な 禁煙　（健康）保険証　熱　病気　薬 ～までに

Vなければなりません 忘れます 大丈夫な ［お］ふろ　上着　下着　２，３日　２，３～ ですから

Vなくてもいいです なくします 危ない

～は（目的語の取り立て）

入ります（おふろに～）

浴びます　入れます　出します

下ろします　入ります　出ます

押します　飲みます　始めます

持って行きます　持って来ます

払います　返します

１７課

動詞／形容詞

心配します　残業します

出張します　飲みます（薬を～）

１５課

乗り換えます
１６課

出かけます　脱ぎます

つけます　消します　開けます

閉めます　急ぎます　待ちます

持ちます　取ります　手伝います

呼びます　話します　使います
１４課

止めます　見せます

教えます（住所を～）　座ります

立ちます　入ります　出ます

降ります（雨が～）　コピーします

置きます　作ります　造ります

売ります　知ります　住みます



文型・表現（練習A） 名詞 副詞など

～ことができます（能力） ピアノ　－メートル　現金　趣味　日記

～ことができます（状況可能） お祈り　課長　部長　社長　動物　馬

趣味は～ことです インターネット

～前に、～

Vたことがあります（経験） 登ります　上ります 眠い　強い　 練習　ゴルフ　相撲　お茶　日　調子 －度　－度も

Vたり、Vたりします 泊まります 弱い だんだん　もうすぐ

〈い形容詞〉くなります 掃除します おかげさまで

〈な形容詞〉／〈名詞〉になります 洗濯します でも

なります

動詞文（普通形） 要ります　調べます　修理します 僕　君　～君　ことば　着物　ビザ　初め どっち

い形容詞（普通体） 終わり　こっち　そっち　あっち うん／ううん

な形容詞文／名詞文（普通体）

後続句を用いた文 みんなで　～けど

～と思います（推量） 思います むだな ほんとう　うそ　自動車　交通　物価　放送 最近　たぶん

～と思います（意見） 言います 不便な ニュース　アニメ　マンガ　デザイン　夢 きっと

～と言いました 勝ちます すごい 天才　試合　意見　話　地球　月 ほんとうに

～でしょう 負けます そんなに

～について

～は文＋Nです 着ます　はきます　かぶります わたしたち　コート　セーター　スーツ　帽子 よく

文＋Nは～です かけます（眼鏡を～） 眼鏡　ケーキ　（お）弁当　ロボット

文＋Nを～ します（ネクタイを～） ユーモア　都合

文＋Nが～ 生まれます

気をつけます　留学します

あります（お祭りが～）
２１課

２２課

１９課

２０課

やめます（会社を～）

役に立ちます　動きます

できます　洗います　弾きます

歌います　集めます　捨てます

換えます　運転します　予約します

１８課

動詞／形容詞



文型・表現（練習A） 名詞 副詞など

～とき／～ないとき 聞きます（先生に～） 寂しい （お）湯　音　サイズ　故障　道　交差点 何回も

～たとき 信号　角　橋　駐車場　建物　－目

〈い形容詞〉／〈な形容詞な〉／〈名詞の〉＋とき　～

～と、～

くれます おじいさん（おじいちゃん） 全部

～てあげます おばあさん（おばあちゃん）　準備　引っ越し 自分で

～てもらいます ［お］菓子　ホームステイ

～てくれます

～たら（仮定） 田舎　チャンス　億　意味 もし［～たら］

～たら（確定）

～ても

考えます　着きます　

取ります（年を～）　足ります

２５課

くれます　直します

連れて行きます　連れて来ます

送ります（人を～）　紹介します

案内します　　説明します

２４課

２３課

回します　引きます

変えます　触ります

出ます（お釣りが～）　歩きます

渡ります　曲がります

動詞／形容詞


