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～んですか 見ます（診ます） 探します（捜します） 遅れます 

間に合います やります 拾います 連絡します   

片づきます 出します 

運動会 盆踊り フリーマーケット

場所 ボランティア 財布 ごみ 

国会議事堂 平日 ～弁     

燃えるごみ 置き場 横 瓶 缶 

ガス ～会社 

今度 ずいぶん 直接   

いつでも どこでも    

だれでも 何でも こんな～

そんな～ あんな～ 

どうして～んですか 

～ません。～んです 

～んですが、～ていただけませんか 気分がいい 気分が悪い 

～んですが、疑問詞～たらいいですか   

27 

～が可能動詞 飼います 走ります 見えます 聞こえます    

できます 開きます 建てます 

ペット 鳥 声 波 花火 道具 

クリーニング 家 マンション  

キッチン ～教室        

パーティールーム 方 家具 本棚 

～後 ～しか ほかの   

はっきり いつか 
～が見えます／聞こえます 

～ができます 心配（な） すばらしい 

～しか～ません 

 
  

～は、～は～（対比） 

 
  

28 

～ながら 売れます 踊ります かみます 選びます 通います

メモします 

景色 美容院 台所 経験 力  

人気 形 色 味 ガム 品物  

値段 給料 ボーナス ゲーム  

番組 ドラマ 歌手 小説 小説家 

～家 ～機 息子 息子さん娘  

娘さん 自分 会話 

将来 しばらく たいてい 

それに それで      

〔ちょっと〕お願いがあるん

ですが。 実は うーん 

～ています（習慣） 

～し、～し、～（並列描写） まじめ（な） 熱心（な） 偉い ちょうど いい 

～し、～し、～（理由の列挙）   

どうして、～んですか   

～し、～から   

29 

～が V（自動詞）ています 
 

開きます 閉まります つきます 消えます    

壊れます 割れます 折れます 破れます 汚れます

付きます 外れます 止まります まちがえます  

落とします 掛かります ふきます 取り替えます 

片づけます 

（お）皿 （お）ちゃわん コップ 

ガラス 袋 書類 枝 駅員 交番 

スピーチ 返事  今の電車   

忘れ物 このくらい ～側    

ポケット ～辺 網棚 

お先にどうぞ。      

覚えていません。 確か  

〔ああ、〕よかった。 
～は V（自動詞）ています 

V てしまいました（完了） 

V てしまいました（遺憾） 
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30  

～が～てあります はります 掛けます 飾ります 並べます 植えます

戻します まとめます しまいます 決めます   

予習します 復習します そのままにします    

生活します 

授業 講義 ミーティング 予定 

お知らせ ガイドブック     

カレンダー ポスター 予定表  

ごみ箱 人形 花瓶 鍵 引き出し 

玄関 廊下 壁 池 元の所 周り 

真ん中 隅 リュック 非常袋  

非常時 懐中電灯 

まだ ～とか、～とか 

～は～てあります 

～ておきます（準備）   

～ておきます（措置）   

～ておきます（放置）     

      

31 

意向形 続けます 見つけます 取ります（休みを～）   

受けます（～試験を） 申し込みます 休憩します 

残ります 

連休 作文 発表 展覧会 結婚式 

（お）葬式 式 本社 支店 教会 

大学院 動物園 温泉 帰り   

お子さん ～号 ～の方 入学試験 

ずっと 月に 

（意向形）と思っています   

まだ～ていません   

～つもりです   

～予定です   

32 

～ほうがいいです 運動します 成功します 失敗します 合格します 

やみます 晴れます 曇ります 続きます     

ひきます（かぜを～） 冷やします 込みます   

すきます（道が～）               

出ます（試合／パーティーに～） 無理をします 

 

十分（な） おかしい うるさい 

先生 やけど けが せき    

インフルエンザ 空 太陽 星 風 

東 西 南 北 国際～ 水道  

エンジン チーム 今後 夕方  

まえ 遅く 元気 胃 ストレス 

こんなに そんなに    

あんなに         

それはいけませんね。 

～でしょう 

～かもしれません 

 

 

33 

命令形 逃げます 騒ぎます あきらめます 投げます   

守ります 始まります 出席します 伝えます   

注意します 外します（席を～） 戻ります    

あります（電話が～） リサイクルします 

警察 席 マーク ボール    

締め切り 規則 危険 使用禁止 

立ち入り禁止 徐行 入口 出口 

非常口 無料 割引 飲み放題  

使用中 募集中 ～中 駐車違反 

罰金 

どういう～        

いくら〔～ても〕 もう  

あと～ ～ほど 
禁止形 

「～」と書いてあります／読みます 

～は～という意味です 

～と言っていました だめ（な） 同じ 

～と伝えていただけませんか       
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～とおりに、～ 磨きます 組み立てます 居ります 気がつきます 

つけます（しょうゆを～） 見つかります     

質問します さします（傘を～） お茶をたてます 

載せます 

スポーツクラブ （お）城   

説明書 図 線 矢印 黒 白 

赤 青 紺 黄色 茶色    

しょうゆ ソース お客（さん） 

茶道 

～か～ ゆうべ さっき 先に 

これでいいですか。     

いかがですか。 
～あとで、～ 

～て／～ないで～ 

～ないで、～   

  苦い   

35 

V ば、～ 咲きます 変わります 困ります         

付けます（丸を～） 治ります（直ります）    

クリックします 入力します 

向こう 島 港 近所 屋上  

海外 山登り 歴史 機会 許可

丸 ふりがな 設備 レバー  

キー カーテン ひも 炊飯器 

葉 昔 夜行バス 旅行社   

スキー場 

もっと           

これで終わりましょう。   

それなら さあ 
（A い）ければ 

（A な／N）なら 

疑問詞～ばいいですか 正しい 詳しい   

N なら、～     

36 

～ように、～（目標） あいます（事故に～） 貯金します        

過ぎます（7 時を～） 慣れます（仕事に～）   

腐ります（食べ物が～） 違います        

チャレンジします 

剣道 柔道 ラッシュ 宇宙 曲 

毎週 毎月 毎年 お客様 水泳 

気持ち 

このごろ やっと かなり  

必ず 絶対に 上手に    

できるだけ ほとんど    

していらっしゃいます    

使っていらっしゃるんですね。 

～ようになります（変化） 

～ようにしています（習慣） 

～ようにしてください 

  特別（な）   

37  

〈人〉は～に～られます 褒めます しかります 誘います 招待します   

頼みます 注意します とります 踏みます    

壊します 汚します 行います 輸出します    

輸入します 翻訳します 発明します 発見します 

焼けます 

米 麦 石油 原料      

インスタントラーメン デート 

泥棒 警官 世界中 ～中   

～世紀 皆様 世界遺産 金色 

本物 金 ～キロ  

何語 だれか        

よかったですね。 その後  

～の一つ  

  

〈人〉は～に〈所有物〉を～られます 

〈物〉が～られます 

  

  美しい 
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～のは（形容詞）です 参加します 育てます 運びます 入院します   

退院します 入れます（電源を～）        

切ります（電源を～） 掛けます（かぎを～）   

つきます（うそを～） 整理します        

押します（はんこを～） 

赤ちゃん 小学校 中学校 駅前

海岸 工場 村 かな 指輪  

電源 習慣 健康 ～製    

おととし 回覧 研究室 方法 

ー冊 はんこ 

大きな～ 小さな～    

〔あ、〕いけない。     

お先に〔失礼します〕。   

きちんと ～という 

～のが（形容詞）です 

～のを忘れました 

～のを知っています 

～のは（名詞）です 気持ちがいい 気持ちが悪い 

39 

V て、～ 答えます 倒れます 通ります 死にます     

びっくりします がっかりします 安心します   

けんかします 離婚します 太ります やせます  

ぶつかります 

首相 地震 津波 台風 雷  

火事 事故 ハイキング    

（お）見合い 操作 会場 ～代

～屋 フロント ー号室 タオル

せっけん トラック 

大勢 お疲れさまでした。  

伺います 途中で 
（A い）くて、～ 

（A な）で、～ 

N で、～ 複雑（な） 邪魔（な） 硬い 軟らかい 汚い  

うれしい 悲しい 恥ずかしい ～ので、～ 

40 

疑問詞～か、～ 数えます 測ります（量ります） 確かめます   

合います（サイズが～） 出発します 到着します 

酔います うまくいきます 出ます（問題が～）  

相談します いらっしゃいます 

  

天気予報 忘年会 新年会   

二次会 発表会 大会 マラソン

コンテスト 表 裏 まちがい 

傷 ズボン （お）年寄り 長さ

重さ 高さ 大きさ ー便 ー個

ー本 ー杯 ーセンチ ーミリ 

ーグラム ～以上 ～以下   

テスト 成績 様子 

どうでしょうか。 ところで 

～かどうか、～ 

V てみます 

 

  

 必要（な） 

41 

～をいただきます いただきます くださいます やります 上げます 

下げます 親切にします 

お祝い お年玉 （お）見舞い 

興味 情報 文法 発音 猿  

えさ おもちゃ 絵本 絵はがき

ドライバー ハンカチ 靴下  

手袋 幼稚園 暖房 冷房 温度

祖父 祖母 孫 お孫さん おじ

おじさん おば おばさん   

管理人 ～さん ひとこと 二人

お宅 

この間 ～ずつ       

どうぞお幸せに。 
～をくださいます 

～をやります かわいい 珍しい 

～ていただきます     

～てくださいます     

～てやります     

～てくださいませんか     
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～ために、～ 包みます 沸かします 混ぜます 計算します   

並びます 出ます（ボーナスが～） 

アパート 弁護士 音楽家   

子どもたち 自然 教育 文化 

社会 政治 法律 戦争 平和 

目的 論文 楽しみ ミキサー 

やかん ふた 栓抜き 缶切り 

缶詰 のし袋 ふろしき    

そろばん 体温計 材料 半分 

ローン 

ある～ 一生懸命 なぜ   

どのくらい 
～は～のに、～ 

～のに～かかります 丈夫（な） 

  

 
  

  

 
  

  

 
  

      

43 

～そうです（動詞） 増えます 減ります 上がります（値段が～）   

下がります（値段が～） 切れます        

とれます（ボタンが～） 落ちます（荷物が～）  

なくなります（ガソリンが～） 

ガソリン 火 パンフレット 今にも わあ 

～そうです（形容詞）     

V て来ます     

      

  変（な） 幸せ（な） 楽（な） うまい まずい 

つまらない 優しい 

    

      

44 

～すぎます 泣きます 笑います 眠ります 乾きます ぬれます

滑ります 起きます（事故が～） 調節します 

空気 涙 和食 洋食 おかず 

量 ー倍 シングル ツイン  

洗濯物 DVD カット     

シャンプー ショート 

どうなさいますか。     

どういうふうになさいますか。 

～みたいにしてください。  

これでよろしいでしょうか。

〔どうも〕お疲れさまでした。 

～やすい／～にくい 

（A い）く／（A な）にします 安全（な） 危険（な） 薄い 厚い 太い 細い 

N にします   

45 

～の場合は、～ 

～のに、～ 

信じます キャンセルします 知らせます     

優勝します 

保証書 領収書 キャンプ 中止

点 梅 110 番 119 番 係員   

コース スタート ー位 

急に 無理に        

楽しみにしています。    

以上です。  

46 

～ところです 

～たばかりです 

～はずです 

渡します 帰って来ます 出ます（バスが～）   

届きます（荷物が～） 入学します 卒業します  

焼きます 焼けます 向かいます 

  

留守 宅配便 原因 こちら  

～の所 ガスサービスセンター 

カスレンジ 具合 

  

半年 ちょうど たった今  

今いいですか。       

申し訳ありません。     

どちら様でしょうか。    

お待たせしました。 
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～そうです（伝聞） 吹きます 燃えます 亡くなります 集まります  

別れます します（音／声／味／においが～）   

婚約します 知り合います 

実験 データ 人口 におい  

科学 医学 文学 パトカー  

救急車 賛成 反対 大統領  

恋人 相手 

～によると どうも 

～ようです   

    

  厳しい ひどい 怖い   

48 

～させます（強制） 降ろします（下ろします） 届けます 世話をします

録音します 楽しみます 

塾 生徒 ファイル 営業 自由に ～間         

いいことですね。      

お忙しいですか。      

それまでに 

かまいません。 

～させます（容認）   

～させていただけませんか 嫌（な）   

      

49 

～（ら）れます 利用します 勤めます 掛けます（いすに～）   

過ごします いらっしゃいます 召し上がります  

おっしゃいます なさいます ご覧になります   

ご存じです 出します（熱を～） 

あいさつ 旅館 バス停 奥様 

～様 ー年ー組 

たまに どなたでも     

～といいます。       

よろしくお伝えください。  

失礼いたします。 

お～になります 

特別な尊敬語   

お／ご～ください   

50 

お／ご～します 参ります おります いただきます 申します   

いたします 拝見します 存じます 伺います   

お目にかかります いれます（コーヒーを）    

用意します 緊張します かないます 応援します 

感謝します 

私 ガイド メールアドレス  

スケジュール さ来週 さ来月 

さ来年 賞金 きりん ころ 

初めに 心から 

特別な謙譲語（目上のための行為）   

特別な謙譲語（自分自身のこと）   

      

 


