
232

ぶんるい どっかい

❚ 分類：読解

12-6 クイズ「日本」
かたち 時間活動

せつめい編

　文 -40　とき
げんいん り ゆう

　助 -27　で（原因／理由）

談話の技術

準備するもの

使うことば
たいりく がわ ひがし にし みなみ

アジア大陸＊、どちら、～側、東、西、南、
きた ふ　じ さん あさ ま やま あ　そ さん たてやま

北、富士山＊、浅間山＊、阿蘇山＊、立山＊、
しま ほっかいどう ほんしゅう し こく きゅうしゅう

島＊、北海道＊、本州＊、四国＊、九州＊、
かね たん い えん げん

（お金）、単位、円、元＊、ドル＊、ウォン＊、
くに しゅ と とうきょう

国、きく＊、ゆり＊、ばら＊、首都＊、東京＊、
おおさか きょうと なが の

大阪＊、京都＊、長野＊、プロスポーツ＊、
じゅうどう まつ まつ

柔道＊、すもう＊、お祭り＊、ひな祭り＊、
たなばた しちごさん しょうがつ ゆき

七夕＊、七五三＊、お正月＊、雪まつり＊、
よこはま な ご や さっぽろ ながさき くら

横浜＊、名古屋＊、札幌＊、長崎＊、比べ
なんぼく めんせき やく

る＊、南北＊、（そして＊）、面積＊、約＊、
まん せ かい ち　ず じつ ばん め

万、世界＊、地図、実は＊、～番目＊、～か
こく

国＊、スイス＊、ベルギー＊、オランダ＊、
にだい と　し あいだ ひ  こう  き しんかんせん

二大都市＊、間＊、それで＊、飛行機、新幹線＊、
の もの はったつ

乗り物＊、発達〔する〕＊、さむらい＊、
え　ど じ だい き しゃ ご

江戸時代＊、汽車＊、（できる）、その後＊、
おきなわ しょ

どんどん＊、沖縄＊、まんなか＊、～か所、
いちねんじゅう はんそで き

まず＊、一年中＊、もちろん、半袖＊、（着る）、
さ べんとう はな み

咲く、（お弁当）、お花見＊、スノーボード＊、
き おん ど

気温＊、～度

▲ ～は～よりA／AN（いちばん）

（1）●○○
（2）●●○

に ほん こた

日本についてのクイズに答え
に ほん じじょう ぶんしょう

る。日本事情についての文章を
よ じ ぶん くに くら

読んで自分の国と比べる。

手　　　　順
よ

1. ＜モデルテキスト＞（1）のa～kを読ん
あと よっ なか

で、それぞれ後の4つのことばの中から
ただ こた えら こた ひと かぎ

正しい答えを選ぶ。答えは1つとは限ら

ない。

2.
よ さい ご

＜モデルテキスト＞（2）を読んで、最後
しつもん こた かんれん

の質問に答えたり、関連があることにつ
ぼ　ご はな あ

いて母語で話し合う。

（各）
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（1）しっていますか

a.
に ほん たい

日本は  アジア大りくの  どちらがわに  ありますか。
ひがし にし みなみ きた

（東・西・南・北）

b.
に ほん たか やま なん やま

日本で  いちばん  高い  山は、  何という  山ですか。
さん やま さん やま

（ふじ山・あさま山・あそ山・たて山）

c.
に ほん おお な まえ なん

日本で  いちばん  大きい  しまの  名前は  何ですか。
ほっかいどう ほんしゅう し こく きゅうしゅう

（北海道・本州・四国・九州）

d.
に ほん かね なん えん げん

日本の  お金の  たんいは  何ですか。  （円・元・ドル・ウォン）

e.
に ほん くに はな なん

日本の  国の  花は  何ですか。  （さくら・きく・ゆり・ばら）

f.
がつ はる なつ あき ふゆ

 12月は  どの  きせつですか。  （春・夏・秋・冬）

g.
に ほん とうきょう おおさか なが の

日本の  しゅとは  どこですか。  （東京・大阪・きょうと・長野）

h.
に ほん

日本に  ある  プロスポーツは  どれですか。
どう

（すもう・じゅう道・やきゅう・サッカー）

i.
に ほん こうこう なんねん ねん ねん ねん ねん

日本の  高校は  何年ですか。  （2年・3年・4年・5年）

j.
おんな こ な まえ なん

 女の子の  おまつりの  名前は  何ですか。
しち ご さん しょうがつ

（ひなまつり・たなばた・七五三・お正月）

k.
ゆうめい

 ゆきまつりで  有名な  まちは  どこですか。
な ご や ながさき

（よこはま・名古屋・さっぽろ・長崎）　

こた

＜答え＞
ひがし ふ じ さん ほんしゅう えん さくら ふゆ とうきょう やきゅう

a-東、b-富士山、c-本州、d-円、e-桜、f-冬、g-東京、h-すもう、 野球、サッカー、
ねん まつ さっぽろ

i-3年、j-ひな祭り、k-札幌

モデルテキスト
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（2）くらべましょう

a.
に ほん なんぼく なが くに ほんしゅう ほっかいどう きゅうしゅう

　日本は  南北に  長い  国です。  そして、  本州、  北海道、   九州、
し こく おお よっ ちい

四国の  大きい  四つの  しまと  たくさんの  小さい  しまが　
まん み

　あります。   めんせきは、  やく38万kGです。  せかいちずを  見て
に ほん おお くに ちい

　ください。   日本は  大きい  国だと  おもいますか、  小さい　
くに に ほん

国だと  おもいますか。  じつは、  日本は  せかいに  ある  やく
こく なか め おお くに

　170か国の  中で  54ばん目に  大きい  国です。  たとえば、
きた ほっかいどう

いちばん  北に  ある  北海道は、  スイスや  ベルギー、  オランダより
おお

大きいです。

　
くに に ほん おお

　あなたの  国は  日本より  大きいですか。

b.
とうきょう おおさか に ほん に だい ごと こう

　東京と  大阪は、  日本の  二大としです。  し事や  りょ行で
とうきょう おおさか あいだ い き ひと

東京と  大阪の  間を  行ったり  来たり  する  人が  たくさん
こう しん

    います。   それで、   ひ行き、  新かんせん、  バスなど  いろいろな
じ

    のりものが  はったつしました。  さむらいが  いた  えど時だいは、
とうきょう おおさか い い ねん

東京から  大阪へ  行く  とき、  あるいて  行きました。  1889年に
しゃ じ かん ご

   き車が  できましたが、  やく20時間  かかりました。  その後、
あたら でんしゃ じ かん

    新しい  電車が  できて、  どんどん  時間が  みじかく  なりました。
とうきょう おおさか しゅうかん

　むかし、   東京から  大阪まで  あるいて  やく2週間  かかりましたが、
いま しん じ かんはん

今、   新かんせんで  2時間半です。
くに

　　あなたの  国には、  どんな  のりものが  ありますか。
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先生へ

・
がくしゅうしゃ に ほん ち しき も ば あい じ ぜん ぼ　ご よ もの せんせい はなし

学習者が日本についての知識をあまり持っていない場合は、事前に母語の読み物、先生の話、
しゅくだい じょうほう あた

宿題などで情報を与える。
しゃ かんせい はっせい い　み か のう

・（2）bの「き車ができました」の「できる」は「完成する、発生する」という意味で、可能や
のうりょく い　み

能力があることの意味ではない。

・
さんこう しゃしん

参考：『写真パネルバンク』
しゃかいせいかつ かね ぎょうじ まつ たなばた

　 （1）ｄ→2.社会生活シリーズ（29お金）、j→4.行事シリーズ（25ひな祭り、53・54七夕、
しち ご さん しょうがつ し ぜん よ　か さっぽろ

　　83七五三、1～13お正月）、k→3. 自然と余暇シリーズ（86札幌）

c.
がつ に ほん みなみ なか とうきょう

　4月です。  日本の  いちばん  南に  ある  おきなわ、まん中の東京、
きた ほっかいどう がつ

いちばん  北の  北海道の  3かしょの  4月は  どんなだと

おもいますか。
いちねんじゅう

　まず、  おきなわです。   一年中  ゆきが  ふらない  おきなわでは、
うみ ひと

　もう  海で  およいで  いる  人が  います。   もちろん  みんな　
はん

　 半そでを  きて  います。
とうきょう

　 東京です。   さくらが  さいて  います。   そして、  さくらが　
た

たくさん  さいて  いる  こうえんで、   おべんとうを  食べたり　
はな み

　うたったり  して  みんな  お花見を  して  います。
ほっかいどう

北海道には  まだ  ゆきが  あります。   スキーを  して  いる　
ひと ひと

　 人が  います。   スノーボードを  して  いる  人も  います。
ほっかいどう き

　おきなわと  北海道では  気おんが  20どぐらい  ちがいます。
がつ なつ とうきょう はる

おなじ  4月ですが、  おきなわは  もう  夏で、  東京は  春で、
ほっかいどう ふゆ

　 北海道は  まだ  冬です。
くに がつ

　あなたの  国の  4月は  どんな  きせつですか。

バリエーション
ぶんしょう さんこう

（1）＜モデルテキスト＞（2）の文章を参考
じ ぶん くに おお こうつう き か ん

にして自分の国の大きさや交通機関、
こくない き こう ちが さくぶん

国内の気候の違いなどについての作文
か

を書く。
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（2）a

（2）b
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（2）c


