
映像項目シラバス

課 サブタイトル① サブタイトル② 基本スキット 応用スキット 大切な表現 いろいろな使い方 これは何？ 見てみよう やってみよう オノマトペ

1 はじめてのあいさつ 教室 留学生が初めて教室に入って自己紹介 咲が健太にエリンを紹介する はじめまして。 Nです。 ～から来ました
畑／パーティー（合コン）／病院（赤ちゃん
誕生）

自転車置き場 高校生の朝 名刺交換 ガタガタ

2 お願いする 学校 教室を案内する 健太がパンを取り替えてと頼む  Vてください 花屋／模型店／駐車場／美容室 くつ下止め 高校生活 たこさんウィンナー くすくす

3 ものをさす 家の中 夕食の準備（箸を並べる） お惣菜を並べて夕食の準備をする  こ・そ・あ・ど 八百屋／観覧車／お好み焼き店 はし置き 家 巻きずし じゅうー

4 場所をきく コンビニ コンビニでえんぴつをさがす FAXを送ったり、電池を買ったりする ～はどこですか。～の～です。
デパート／スーパー／自転車店／引っ越
し

レシート入れ コンビニ コンビニのおにぎり キョロキョロ

5 時間をきく 塾 帰り道、同級生が塾に行くと言う 薫のバンドの練習について話す ～時から～時までです。 魚屋／病院／オフィス街／ライブハウス
ことばをおぼえる
ペンとシート

塾 書道 トコトコ/テクテク

6 ねだんをきく バス バスに乗る時、運転手に尋ねる 咲が文化センターまで姉とタクシーに乗る  いくらですか。～円です。 出前／電話（ホテル予約）／店（サイダー） 優先席 交通機関 笹舟を作る がしっ/そっと

7 しゅみを話す 友だちのへや 友達の家、部屋を訪ねる 薫とめぐみが趣味の音楽の話をする  ～が好きです。
花屋／Tシャツ店／呉服店(浴衣あり）／
ゲーム店

スリッパ立て 高校生のへや あっちむいてホイ！ ガチャ/ガチャガチャ

8 注文する ファーストフード ドーナツ店で注文する 健太と仲間がラーメン屋さんに入る  ～を～ください。 肉屋／和菓子店／電気部品店 自動ドアのスイッチ いろいろな飲食店 ざるそばを食べる シトシト/ザーザー

9 今のことを話す 習い事 道場を見学する 咲と姉がスポーツクラブにいる  Vています 映画館／天気予報（台風）／動物園 柔道の帯 いろいろな習い事 生け花 ぐっ/ぎゅっ

10 きょかをもらう ファッション 服を買いに行く めぐみが薫にプレゼントを買う  Vてもいいですか
オフィス／試食コーナー／レストラン（誕生
日）／家（たばこ）

フェイスカバー 原宿 ネイルアート カチャ

11 じゅんばんを言う 温泉
旅館に着いて、スケジュールについて話
す

温泉地で父親と卓球をする  Vてから
映画館の前／家（寝る前の母子）／鍋料
理店

タオルかけ 温泉旅館 ゆかたを着る モクモク/ホカホカ

12 友だちと話す 部活 友達と先輩とを話し分ける（女性） テニス部で先輩と後輩と話す（男性）  ふつう体
記念写真／カラオケ店／携帯電話（キャッ
チホン）

団旗 部活 応援団 びくっ/どきっ

13 やり方をきく 駅 駅で、通りがかりの人に行き方を尋ねる 咲と健太が駅で行き方をもめる  どうVたらいいですか 会議室／台所／ゲームセンター あみだな 電車の乗り方 小さな旅 ウロウロ

14 よそうを言う 携帯電話 待ち合わせに遅れた友達について話す 携帯で写真を撮る  ～かもしれません
近所の家の前（留守宅）／オフィス／メガ
ネ店

携帯電話のシール 高校生の携帯電話 携帯メール トゥルルルル/ピロリロリン

15 きぼうを言う 祭り 縁日でヨーヨーつりに挑戦する 仲間で祭りの中を歩く  Vたいです
オフィス街（ビール）／旅行代理店／家
（孫の写真）／幼稚園

うち上げ花火 祭り 花火 ボチャン/ポチャン

16 説明する けが・病気 保健室で症状（けが）を訴える 健太が歯医者に行く  ～んです
時計店／台所（ビンの蓋）／会社（徹夜明
け）

耳かき 健康法 折り鶴 ズキズキ/キリキリ

17 はんたいのことを言う 授業 数学の授業を受ける 美術の授業で友だちの絵を描く  ～けど（逆接） 犬の散歩／遊園地／縁側（夏みかん） 黒板消しのクリーナー 高校のいろいろな授業 そろばん わははは

18 くらべて言う 100円ショップ 100円ショップで文房具を買う 薫とめぐみが駄菓子屋に行く  ～のほうが(～より)
魚市場／ドライブ（カーナビ）／マッサージ
店

まごの手 高校生のカバンの中 ベーゴマ コンコン／ドンドン

19 理由を話す アルバイト アルバイトをしている友達と話す 健太が弁当屋のアルバイトをする  ～から（理由）
漁港／駅前（待ち合わせ）／おばあちゃん
の家／カフェ

出前用のバイク 高校生のアルバイト ふろしき ニヤニヤ/ニヤリ

20 けいけんを話す 修学旅行 修学旅行でまわる先を相談する おみやげ屋さんで咲と健太が話す  Vたことがあります
京都の町（人力車）／京都の町（京野菜）
／京都の町（抹茶）

固形燃料 修学旅行(京都） 和菓子 パチパチ

21 きそくをきく 余暇 CDのレンタル規則を確認する 健太と薫がバッティングセンターに行く  Vことはできますか ボウリング場／図書館／まんが喫茶 スタンプカード 秋葉原 クレーンゲーム ピッ

22 こまったことを話す トラブル 職員室でコピー機が止まったことを伝える 咲が落とし物をして交番に行く  Vてしまいました
掲示板（探し犬）／クリーニング店／家（手
紙）

防災用具 防災訓練 火の用心 バタン／パタン

23 友だちをさそう 遊園地 友達と遊園地に出かける
映画館での薫とめぐみのデートに咲が会
う

 Vう・よう
土産物店／部活（焼き肉屋）／公園（缶蹴
り）

カイロ 休日の公園 プリントシール ガタンガタン／カタンカタン

24 へんかを言う 文化祭 文化祭で模擬店をする 薫が文化祭でコンサートをする  Aく・Aになります/なりました。 料理教室／楽器店／部屋の中（片付け） くす玉 学校の行事 茶道 ドン／トン

25 気持ちをつたえる 別れ 教室でお別れのあいさつをする
ホストファミリーの家でお別れパーティをす
る

 Vないでください
サービスエリア／家（片付け）／ビニール
ハウス（イチゴ狩り）

のしぶくろ 結婚式 賞状 ポロポロ/シクシク
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