
GOODのにほんご
しょきゅうⅠ Lesson2

GOODダイブショップ



Class Rule
★

No English talking
No Visayas talking

Japanese Only！



★「わかりましたか？ 」
Wakari masita ka=Do you understand?

YES： 「わかりました。 」
Wakari masita=I understand.

NO： 「わかりません。 」
Wakari masen＝I do not understand.



A-1

これ/それ/あれ は N です。





ボールペン



Ballpoint pen

Bo- ru pen



これは ボールペンです。



これは つくえです。



これは テーブルです。



テーブル table

Ｔe-buru。



これは テーブルです。



これ それ あれ
MMy side         Your side Far place

これ それ あれ



れんしゅう します。

これは です。



れんしゅう します。

これは スマフォ です。



れんしゅう します。

これは です。



れんしゅう します。

これは おさいふ です。



つぎです。

Go to next step.



これ それ あれ
MMy side Your side Far place

これ それ あれ



れんしゅう します。

それは です。



れんしゅう します。

それは スマフォ です。



れんしゅう します。

それは です。



れんしゅう します。

それは おさいふ です。



つぎです。

Go to next step.



これ それ あれ
MMy side Your side Far place

これ それ あれ



れんしゅう します。

あれは です。



れんしゅう します。

あれは とけい です。



れんしゅう します。

あれは です。



れんしゅう します。

あれは イルカ です。



れんしゅう します。

あれは です。



れんしゅう します。

あれは カメ です。



いっしょに れんしゅう します。

●これは スマフォ です。

●これは おさいふ です。

●それは スマフォ です。

●それは おさいふ です。

●あれは とけい です。

●あれは イルカ です。

●あれは カメ です。



ちゅうい！ Warning！ Caution！！

これは しんじ です。

それは しんじ です。

あれは しんじ です。
これは/それは/あれは can not be used for person.

Very impolite way to say.



つぎです。

Go to next step.



＝？？？？？



これは なん ですか⤴。

これはログブックです。



これは なん ですか⤴。

これはログブックです。



★★important Sentence★★

「これは なん ですか⤴。」

※You can ask guest anything you don’t know.

Unsa man ni?



れんしゅう します。

これは なんですか。
これは なんですか。
これは なんですか。
これは なんですか。
これは なんですか。
これは なんですか。



もういっかい。
One more time！



れんしゅう します。

これは なんですか。
これは なんですか。
これは なんですか。
これは なんですか。
これは なんですか。
これは なんですか。



かいわ れんしゅうします。

(Pair work) Give souvenir to friends. 

Aさん あのう、これ、おみやげ です。

Bさん えっ、 なんですか。

Aさん （ any ）です。 どうぞ。

Bさん どうも ありがとう ございます。



A-2
これ/それ/あれ は N1ですか、N2ですか。



＝かばん＝？？？

それは かばん ですか。

はい。かばん です。



＝かばん＝？？？

それは かばん ですか。

はい。かばん です。



＝かばん＝？？？

それは かばん ですか。

はい これは かばん です。



＝かばん＝？？？

それは かばん ですか。

はい そうです。



れんしゅう します。

それは かばん ですか。

はい そうです。

Yes it is！



あれは マルセーラ ですか。

はい そうです。



あれは マルセーラ ですか。

はい そうです。



つぎです。

Go to next step.



＝かばん＝？？？

それは かばん ですか。

いいえ これは リュックです。



＝かばん＝？？？

それは かばん ですか。

いいえ これは リュックです。



＝かばん＝？？？

それは かばん ですか。

いいえ ちがい ます。



＝かばん＝？？？

それは かばん ですか。

いいえ リュックです。



れんしゅう します。

それは かばん ですか。

いいえ ちがいます。
No it is wrong.

リュックです。



つぎです。

Go to next step.



＝かばん＝？？？

それは かばんですか。リュックですか。

リュックです。



＝かばん＝？？？

それは かばんですか。リュックですか。

リュックです。



「あ」＝「a」?「o」

これは 「a」ですか。「o」ですか。

「a」です。



「あ」＝「a」?「o」

これは 「a」ですか。「o」ですか。

「a」です。



「あ」＝「a」?「o」

これは 「a」ですか。「o」ですか。

「a」です。



「ね」＝「ne」?「wa」

これは 「ne」ですか。「wa」ですか。

「ne」です。



「ね」＝「ne」?「wa」

これは 「ne」ですか。「wa」ですか。

「ne」です。



「ね」＝「ne」?「wa」

これは 「ne」ですか。「wa」ですか。

「ne」です。



「ツ」＝「si」?「tu」

これは 「si」ですか。「tu」ですか。

「tu」です。



「ツ」＝「si」?「tu」

これは 「si」ですか。「tu」ですか。

「tu」です。



「ツ」＝「si」?「tu」

これは 「si」ですか。「tu」ですか。

「tu」です。



れんしゅう します。 Make sentence.

①「い」‐「り」 「i」or「ri」

これは 「い」ですか 「り」ですか。 「い」です。

②「ナ」‐「メ」 「na」or「me」

これは 「ナ」ですか 「メ」ですか。「ナ」です。

③「1」‐「7」 「ichi」or「nana」

これは 「1」ですか 「7」ですか。「1」です。



れんしゅう します。 Make sentence.

①「い」‐「り」 「i」or「ri」

これは 「い」ですか 「り」ですか。 「い」です。

②「ナ」‐「メ」 「na」or「me」

これは 「ナ」ですか 「メ」ですか。 「ナ」です。

③「1」‐「7」 「ichi」or「nana」

これは 「1」ですか 「7」ですか。 「1」です。



★★Important Sentence★★

これは「A」ですか⤴「B」ですか⤴ 。

※You can use this sentence when you 
can not distinguish between A and B.



A-3
N1 の N2 (content)



これは ??????



これは ほん です。



これは ???????



これは ざっし です。



くるま の ざっし



これは くるま の ざっし です。



ダイビング の ざっし



これは ダイビング の ざっし です。



これは ？？？？？？？



これは ずかん です。



さかな の ずかん



これは さかな の ずかん です。



ウミウシ の ずかん



これは ウミウシ の ずかん です。



「の」
「の」sometimes explain contents

「の」ipasabot ang sulod.



わかりましたか？

YES： わかりました。

NO： わかりません。



れんしゅう します。

これは くるまのざっしです。



れんしゅう します。

これは くるまのざっしです。



れんしゅう します。

これは ダイビングのざっしです。



れんしゅう します。

これは ダイビングのざっしです。



れんしゅう します。

これは さかなのずかんです。



れんしゅう します。

これは さかなのずかんです。



つぎです。

Go to next step.



これは ほん です。

にほんご の ほん です。



これは ????のほん です。

にほんご の ほん です。



これは なんのほん ですか。

にほんご の ほん です。



これは なんのほん ですか。

にほんご の ほん です。



これは なんのかぎ ですか。

へや の かぎ です。



これは なんのかぎ ですか。

くるま の かぎ です。



かいわ れんしゅうします。

(Pair work) What is it? Unsa man ni? 

Aさん それは なん ですか。

Bさん （ any ）です。

Aさん そうですか。



A-4
N1 の N2 (possess lyaha)



これは・・・・・？？？？です。



これは スマフォ です。



これは しんじ の スマフォ です。



それは ウエルジ- の スマフォ です。



あれは ラリー の スマフォ です。



「の」＝「no」

「の」sometimes shows posses.

「の」nagrepresentar sa pagpanag-iya



れんしゅう します

これは きょうこさん の ほんです。

それは あやなさん の かばんです。

あれは ダイブショップのずかんです。



つぎです。

Go to next step.



これは ？？？？の スマフォ です。

これはラリーさんのスマフォです。



これは だれの スマフォ ですか。

これはラリーさんのスマフォです。



これは だれの スマフォ ですか。

これはラリーさんのスマフォです。



これは どなたの スマフォ ですか。

これはラリーさんのスマフォです。



だれ＝Who だれの＝Whose

Friendly way from guest

どなた＝Who どなたの＝Whose

Polite way to guest  / Matinahuron



れんしゅう します

それは ほんですか。

それは かばんですか。

それは ずかんですか。



A-5
これ/それ/あれ は N の です。



これは ？？？？の スマフォ です。

これはラリーさんのスマフォです。



これは わたし の スマフォ です。



これは わたし の です。



Point!

Japanese like to omit.

Japanese ganahan laktawan.



れんしゅう します。 It is all mine!

これは です。

これは です。

これは です。



れんしゅう します。 It is all mine!

これは わたしの です。

これは わたしの です。

これは わたしの です。



これは ？？？？の スマフォ です。

これはラリーさんのスマフォです。



これは だれの スマフォ ですか。

これはラリーさんのスマフォです。



これは だれの ですか。Ｐ

わたしのです。



これは だれの ですか。Ｐ

わたしのです。



これは どなたの スマフォ ですか。

これはラリーさんのスマフォです。



これは どなたの ですか。Ｐ

わたしのです。



これは どなたの ですか。Ｐ

わたしのです。



かいわ れんしゅうします。

(Pair work) Whose is this ?

Aさん これは どなたの ですか。

Bさん

あ！ わたしのです。

ありがとうございます。



A-6
この/その/あの N1 は N2 のです。



ふくしゅう します

Let’s Review



これ それ あれ
MMy side         Your side Far place

これ それ あれ



つぎです。

Go to next step.



この その あの
my side         your side                   far place

このほん そのほん あのほん



このほん は わたしのです。



そのほん は わたしのです。



あのほん は わたしのです。



つぎです。

Go to next step.



このほん は ？？？？のです。

わたしのです。



このほん は だれのですか。

わたしのです。



このほん は だれのですか。

わたしのです。



このほん は どなたのですか。

わたしのです。



このほん は どなたのですか。

わたしのです。



つぎです。

Go to next step.



ちゅうい！ Warning！ Caution！！

これは しんじ です。

それは しんじ です。

あれは しんじ です。
これは/それは/あれは can not be used for person.

Very impolite way to say.



この その あの
my side         your side                   far place

このひと そのひと あのひと



ちゅうい！ Warning！ Caution！！

このひとは ウイリィさんです。

そのひとは ウイリィさんです。

あのひとは ウイリィさんです。
これひとは/そのひとは/あのひとは can be used for person.

Friendly way to say.



れんしゅう します。 Friendly way

A：このひとは だれ ですか。B： さんです。

A：そのひとは だれ ですか。B： さんです。

A：あのひとは だれ ですか。B： さんです。



この その あの
my side         your side                   far place

このかた そのかた あのかた



ちゅうい！ Warning！ Caution！！

このかたは ウイリィさんです。

そのかたは ウイリィさんです。

あのかたは ウイリィさんです。
このかたは/そのかたは/あのかたは can be used for person.

Polite way to say to guest.



れんしゅう します。Polite way

A：このかたは どなたですか。B： さんです。

A：そのかたは どなたですか。B： さんです。

A：あのかたは どなたですか。B： さんです。



かいわ れんしゅうします。

(Pair work) Whose umbrella is this?

Aさん この かさ は (    Bさん ) の ですか。

Bさん いいえ、ちがい ます。

Aさん どなた の ですか。 / だれ の ですか。

Cさん あ！ わたしのです。 ありがとう ございます。



Question
pangutana



Lesson2 Question:
【Q-1】それは（だれ・なん・ほん）ですか。

ほんです。

【Q-2】あやなさんは（どなた・なんさい・なん）ですか。
18さいです。

【Q-3】あやなさんは（だれ・せんせい・なん）ですか。
いいえ ちがいます。

【Q-4】それは（あやな・あれ・なん）のざっしですか。
カメラのざっしです。

【Q-5】これは（わたし・あなた・あのひと）のですか。
はい わたしのです。



Lesson2 Question1:

【Q-1】

それは（だれ・なん・ほん）ですか。

ほんです。



Lesson2 Question1:

【Q-1】

それは（だれ・なん・ほん）ですか。

ほんです。



Lesson2 Question1:

【Q-2】

あやなさんは（どなた・なんさい・なん）ですか。

18さいです。



Lesson2 Question1:

【Q-2】

あやなさんは（どなた・なんさい・なん）ですか。

18さいです。



Lesson2 Question1:

【Q-3】

あやなさんは（だれ・せんせい・なん）ですか。

いいえ ちがいます。



Lesson2 Question1:

【Q-3】

あやなさんは（だれ・せんせい・なん）ですか。

いいえ ちがいます。



Lesson2 Question1:

【Q-4】

それは（あやな・あれ・なん）のざっしですか。

カメラのざっしです。



Lesson2 Question1:

【Q-5】

これは（わたし・あなた・あのひと）のですか。

はい わたしのです。



Lesson2 Question1:

【Q-5】

これは（わたし・あなた・あのひと）のですか。

はい わたしのです。



Lesson2 Question1:

【れい】（ これ ）はかぎです。

【Q-1】（ それ ）は ラジオ です。

【Q-2】（ あれ ）は テレビ です。

【Q-3】（ これ ）は ほん です。



Lesson2 Question1:
【れい】

（ これ ）はかぎです。



Lesson2 Question1: 
【れい】

（ これ ）はかぎです。



Lesson2 Question2:
【Q-1】

（ それ ）は ラジオ です。



Lesson2 Question2:
【Q-1】

（ それ ）は ラジオ です。



Lesson2 Question2:
【Q-2】

（ あれ ）は テレビ です。



Lesson2 Question2:
【Q-2】

（ あれ ）は テレビ です。



Lesson2 Question2:
【Q-3】

（ これ ）は ほん です。



Lesson2 Question2:
【Q-3】

（ これ ）は ほん です。



まとめ
summary



Lesson2 What you learn at this session.

【A-1】これは なん ですか。 ほん です。

【A-2】それは かばん ですか リュック ですか。 かばんです。

【A-3】あれは なんの ほんですか。 さかな の ほんです。

【A-4】それは だれの かばん ですか。 わたし の かばん です。

【A-5】これは どなたの ですか。 わたしの です。

【A-6】このほんは どなたの ですか。 わたしの です。



しつもん は ありますか。

Do you have any question?

はい。＝ I have a question.

いいえ。＝No I don’ｔ have any question



しつもん は ありますか。

Do you have any question?

はい。＝Yes I have a question.

いいえ。＝No I don’ｔ have any question



Lesson2 finish

おわります。

おつかれさまでした！


