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「日本人のおいわい」 

●読む前に 

・ イギリスでは、どんなことをおいわいしますか。 

・ おいわいのときに、どんなことばを言いますか。 

 

●キーワード 

 ことば 漢字 いみ 

 おめでとうございます   

 おいわい お祝い  

 たんじょうび 誕生日  

 おとしより お年寄り  

 ながいき 長生き  

 にゅうがく 入学  

 そつぎょう 卒業  

 にゅうがくしけん 入学試験  

 ごうかく 合格  

 かいしゃ 会社  

 しゅうしょく 就職  

 けっこん 結婚  

 

 

●ぶんけい 

① V-ﾏｽ はじめます ／ V-ﾏｽ おわります ／ V-ﾏｽ つづけます 

②（人）に（もの）を あげます ／  （人）から（もの）を もらいます  

                   （人）に（もの）を もらいます  

③ S1 から、S2 ／ S1 が、S2  ( S: Sentence ) 

④ V-dic. のが、楽しみです 

⑤ V-Plain form + N  
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●本文   

「おめでとうございます」。これは、お祝
いわ

いのあいさつです。 

日本人のいろいろなお祝
いわ

いについて、読みましょう。 

 

おたんじょうび おめでとうございます 

日本の子どもは、家で誕生日
たんじょうび

のパーティーをします。 

友だちが家に来て、誕生日
たんじょうび

の子どもにプレゼントをあ 

げたり、ケーキやおかしを食べたり、ゲームで遊
あそ

んだ 

りします。 

お年よりの誕生日
たんじょうび

には、長生きをお祝
いわ

いします。昔
むかし

は、あまり長生きをしません

でしたから、60才の誕生日
たんじょうび

がいちばん大切でした。でも、今は、とても長生きになり

ましたから、70才、77才、80才の誕生日
たんじょうび

も特別
とくべつ

なお祝
いわ

いをします。 

 

 

ご入学 おめでとうございます 

日本の学校は、４月に入学式
にゅうがくしき

をします。日本の子どもは６

才で、学校に行きはじめます。小学校の入学式
にゅうがくしき

には、お母さ

んやお父さんといっしょに行きます。小学生はランドセルを持

つのが楽しみです。ランドセルは、小学生のかばんです。小学

生はランドセルに本やノートを入れて、学校へ行きます。 

学校の卒業式
そつぎょうしき

は３月です。そのときは、「ご卒 業
そつぎょう

おめでと

うございます。」と言います。 

「日本人のおいわい」

 

 
入学式の日 

たんじょうびのパーティー 
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ごうかく おめでとうございます 

日本の大学の入 学
にゅうがく

試験
しけん

は、１月から３月の寒
さむ

い季節
きせつ

にあります。大学の入 学
にゅうがく

試験
しけん

 

は、難
むずか

しいです。学生はみんな、試験
しけん

に合格
ごうかく

したいですから、いっしょうけんめい 

勉強します。入 学
にゅうがく

試験
しけん

が終わって、１、２週間で 

結果
けっか

がわかります。ふつう、手紙をもらいますが、                 

大学へ行って見ることもできます。「私は合格
ごうかく

？ 

不合格
ふごうかく

？」 学生は、とても心配
しんぱい

です。合格
ごうかく

した人

にはもちろん、「合格
ごうかく

おめでとうございます」と  

言って、お祝
いわ

いします。 

   

ごしゅうしょく おめでとうございます 

学生は、学校の卒 業
そつぎょう

までに、しゅうしょくする会社をさがします。そして、４月   

から会社で働きはじめます。子どもたちに人気の仕事
しごと

は、男の子は野球のせんしゅや 

サッカーのせんしゅ、女の子はパンやさん、ケーキやさん、ようちえんの先生です。  

でも、大学生は、たいてい、大きくて有名な会社に入りたいと思っています。 

 

ごけっこん おめでとうございます 

 日本人の男の人は30才ぐらい、女の人は28才 

ぐらいで結婚
けっこん

します（2005年）。 でも、結婚
けっこん

し 

ない人や、りこんする人もふえています。 

結婚式
けっこんしき

のパーティーのとき、男の人は黒のスーツに白のネクタイ、女の人はドレス

やきものを着
き

ます。お祝
いわ

いのプレゼントは、よくお金をあげます。そして、結婚
けっこん

する

二人に、「ご結婚
けっこん

おめでとうございます」と言います。 

 

「かみさま、よろしくおねがいします」

 
けっこんパーティーのうけつけ 



J2日本人のおいわい 

                                                                     2008©JFLLC 
- 4 - 

●本文のりかい 

 

Ⅰ．正しい文に〇、正しくない文に×を書いてください。 

 

１）（  ）子どもは、たんじょうびによくパーティーをします。  

２）（  ）今、日本人はとても長生きです。           

３）（  ）日本の小学校１年生は、６才です。    

４）（  ）入学式は３月で、そつぎょう式は４月です。 

５）（  ）大学の入学しけんは、冬にあります。         

６）（  ）大学の入学しけんは、とてもかんたんです。      

７）（  ）４月は、会社に新しい人が来て、働きはじめます。   

８）（  ）大学生は、大きい会社や有名な会社があまり好きじゃありません。  

９）（  ）日本人は、みんな、けっこんします。               

10）（  ）けっこんのおいわいのプレゼントは、ふつう、お金をあげます。   

 

 

Ⅱ．下の質問に答えてください。 

１） 日本の子どもは、たんじょうびのパーティーで、どんなことをしますか。 

 

２） 日本ではむかし、60才のたんじょうびがいちばん大切でした。どうしてですか。 

 

３） 小学校の入学式
にゅうがくしき

に、だれと行きますか。 

 

４） ランドセルは、どうやって、つかいますか。 

 

５） 学生は、どうしていっしょうけんめい勉強しますか。 

 

６） 入学しけんのけっかは、いつ、どうやって、わかりますか。 
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７） どうして、学生は、4月から会社で働きはじめることができますか。 

 

８） 日本の子どもたちは、おとなになって何になりたいと思っていますか。 

男の子： 

女の子： 

９）日本人は、何才ぐらいでけっこんしますか。 

男の人：         女の人： 

10）けっこんしきのとき、どんなふくをきますか。 

    男の人： 

    女の人： 

 

Ⅲ．1)～5)の人たちに、どんなおいわいのあいさつを言いますか。 

１） 「ぼくは、4月に小学校1年生です。うれしいです。」 （    ）  

２） 「私たちは、来月けっこんします！」 （    ） 

３） 「やっと、仕事がみつかりました。4月から、車の会社で働きます。」（    ） 

４） 「大学の入学しけんに、ごうかくしました。うれしい！！」（    ） 

５） 「きょう、ぼくは17才になりました。」 （    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．おたんじょうび、おめでとうございます。 

イ．ごうかく、おめでとうございます。 

ウ．ご入学、おめでとうございます。 

エ．ごしゅうしょく、おめでとうございます。 

オ．ごけっこん、おめでとうございます。 
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●漢字とことば 

Ⅰ．１）～６)は漢字の読み方を、７）～12)は漢字を書いてください。 

        には、意味を選んで書いてください。 

    

例）子ども (    こども   )    f      ちいさい (      小さい     )   e      

１）長生き（                ）        ２）小学校 （                ）      

３）会社 （                ）        ４）男の子 （                ）      

５）女の子（                ）        ６）手紙  （                ）      

７）くろ  （                ）        ８）しろ  （                ）      

９）せんせい（              ）        10）いきます（                ）      

11）ゆうめい（              ）        12）おかね  （                ）       

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．ことばを選んで、書いてください。 

１）兄は来年、大学に              。大学の入学しけんは、むずかし 

かったです。でも、兄は                   。 

２）私は日本の大学で、日本語を               。 

３）6月に、友だちが、日本人の女の人と             。 

４）ロブくんはベルギーの大学を         、フランスの会社に          。 

５）わたしは、夏休みにコーヒーショップで             。 

   

  そつぎょうして ・ 勉強したいです ・ けっこんします ・ 入学します ・  

ごうかくしました ・ しゅうしょくしました ・ 働きました 

a. boy  b. girl   c. white   d. black   e.small   f. child   g. primary school   h. teacher 

i. money   j. famous   k. go   l. letter  m. company  n. long life 
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６）ぼくは、中学校入学の            に、くつをもらいました。 

9月から中学校に行くのが、            です。 

７）イギリスでいちばん             スポーツは、サッカーです。 

８）むかし、60才の人は、           でした。そして、60才は、 

いちばん           たんじょうびでした。 

 

おとしより ・ 楽しみ ・ おいわい ・ 人気の ・ 大切な 

 

 

 

 

Ⅲ．（   ）の中に、「お」か「ご」を入れてください。どちらでもないときは、「×」を

入れてください 

 

１）（   ）いわい    

４）（   ）にゅうがく 

７）（   ）ごうかく 

10）（   ）けっこん 

２）（   ）たんじょうび 

５）（   ）そつぎょう 

８）（   ）しゅうしょく 

11）（   ）とうさん 

３）（   ）としより 

６）（   ）かあさん 

９）（   ）かね 

12）（   ）かし 
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Ⅰ． V-ﾏｽ はじめます／V-ﾏｽ おわります／V-ﾏｽ つづけます 

    begin to do, start to do / finish doing / continue to do, go on doing 

Ａ．ことばを「～はじめます」、「～おわります」、「～つづけます」にかえてください。 

例）つくります ＋ はじめます →（  つくりはじめます   ） 

１）読みます ＋ はじめます  →（             ） 

２）ゲームをします ＋ はじめます →（             ） 

３）見ます ＋ つづけます  →（              ） 

４）働きます ＋ つづけます  →（             ） 

５）つかいます ＋ おわります →（             ） 

６）ならいます ＋ おわります →（              ） 

 
Ｂ．「～はじめます」「～つづけます」「～おわります」を使って、文を書いてください。 

例）Ａ：この映画は、何時間ぐらいですか。  

Ｂ：２時間です。今1時ですから、3時ごろ   見おわります。     
                       見ます ＋ ？ 

１）Ａ：大学そつぎょう、おめでとうございます。4月から、どうしますか。 

Ｂ：コンピュータの会社で、                 
                    働きます ＋ ？ 

２）Ａ：『ハリー・ポッター』、読みましたか。 

Ｂ：はい、もう７さつぜんぶ                  
                 読みます ＋ ？ 

３）Ａ：Ｂさんのしゅみは何ですか。 

  Ｂ：ピアノです。５才のとき、                       
                      ならいます ＋ ？            

４）Ａ：きのうの夜、何をしましたか。 

Ｂ：きのう 9時から12時まで                        
                               ゲームをします ＋ ？ 
頭がいたくなりました。  

 

５）Ａ：このとけいは、とても古いですね。 

Ｂ：それは、そふのとけいです。 
                             
   そふはそのとけいを50年間              でも、もう動きません。 

使います ＋ ？ 
  

 

●ぶんけい 
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Ｃ．（  ）に、適当なことばを選んでください。 
 

「パーティー」 

きのう、パーティーのために、2時に料理を（1.          ）。そして、6時

ごろ（2.         ）。4 時間も台所で料理を（3.          ）から、

つかれました。6時半ごろ、お客さんが（4.            ）。 

みんな、カラオケが大好きですから、夜12時まで、（5.           ）。 

みんなが帰ってから、私はへやを（6.            ）。1時半に、へやを

（7.            ）。それから、ねました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

                   から 
Ⅱ．（人）に（もの）をあげます／（人） に  （もの）をもらいます 
  

[X] give Y (thing) to Z (person) /  [Z] receive Y (thing) from X (person) 

 

Ａ．あなたは、家族や友だちのけっこんしきのとき、何をあげますか。書いてください。 

・（わたしは）          に              を あげます。   

・（わたしは）          に              を あげます。 

 

Ｂ．あなたは、自分のけっこんしきのとき、何をもらいたいですか。書いてください。 

      もらいます receive → もらいたいです would like to receive 

・（わたしは）         から           を もらいたいです。  

・（わたしは）         から           を もらいたいです。 

つくりはじめました  つくりつづけました  つくりおわりました 

来はじめました  来つづけました  うたいおわりました  うたいつづけました 

かたづけはじめました  かたづけおわりました 

 

 

 



J2日本人のおいわい 

                                                                     2008©JFLLC 
- 10 - 

Ⅲ． S1 から、 S2 。／ S1 が、 S2 。      

 

●右と左をむすんでください。 

例）むかしは、長生きしませんでしたから、・ 

１）いもうとは、小学生ですから、    ・ 

２）ぼくは勉強が好きじゃありませんが、 ・ 

３）私は働きたいですが、        ・ 

４）友だちのけっこんしきに行きますから、・ 

・ ランドセルをもっています。 

・ いいしごとがありません。 

・ 大学に行きたいです。 

・ ドレスを買います。 

・ 60才は、おとしよりでした。 

 

 

 

Ⅳ． V-dic. のが、たのしみです   I’m looking forward to …  

 

Ａ．ことばを Ｖ-dic. Formにかえて「Ｖ-dic. のが、たのしみです」と言って,ください。 

例）うたいます →うたううたううたううたう（（（（のがのがのがのが、、、、たのしみですたのしみですたのしみですたのしみです）））） ５）あそびます → 

１）もらいます → ６）行きます → 

２）つくります → ７）来ます → 

３）とります → ８）勉強します → 

４）なります → ９）旅行します → 

 

 

Ｂ．質問に答えてください。ヒントを見てもいいです。 

Ｑ：学校をそつぎょうしてから、何が楽しみですか。 

・                             

・                             

・                             

・                             

ヒント 

 

高校生になります 

新しい学校に行きます 

新しい友だちをつくります 

もっと勉強します 

etc. 

 

S1から、S2。: 

S1 therefore S2. ; S2 because S1. 

S1が、S2。: S1 but S2. 
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Ⅴ． Verb-Plain form + N   

Ａ．動詞をPlain formにしてください。 

例）ピザを 食べます    →（    ピザを食べる      ） 

１）ピザを 食べません   →（               ） 

２）ピザを 食べています  →（               ） 

３）ピザを 食べていません →（               ）  

４）コーヒーを 飲みました →（               ） 

５） コーヒーを 飲みませんでした   →（                 ） 

６） コーヒーを 飲んでいました    →（                 ） 

７） コーヒーを 飲んでいませんでした →（                 ） 

 

Ｂ．例をよく見て、文を書いてください。  

例）花 

 

１）本 

 

 

２）ぼうし 

 

 

３）かばん 

 

４）学校 

 

５）サラダ 

 

 

６）え  

   

 

例）ケリーさんにあげます → これは、  ケリーさんに あげる     花   です。 

 

１）きのう読みました → これは、                     です。 

２）アンさんからもらいました → これは、                    です。 

３）本やノートを入れます → これは、                      です。 

４）４月に入学します → これは、                        です。 

５）私がつくりました → これは、                         です。 

６）トムくんがかきました → これは、                    です。 

 

Caution!     N1 takes がががが in a noun modifying clause.     

           ○ Correct これは、私がががが 買った CDです。  

× Wrong  これは、私は 買った CDです。 

N1が V N2 
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Ｃ．絵をよく見て、質問に答えてください。「 V-plain + N 」を使ってください。 

   

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 春のパーティー 花見 ＞ 

 

１）Ｑ：よしおさんは、どの人ですか。 

Ａ：                                     

２）Ｑ：りえさんは、どの人ですか。 

Ａ：                            

３）Ｑ：はるかさんは、どの人ですか。 

Ａ：                            

４）Ｑ：のりこさんは、どの人ですか。 

Ａ：                           

５）Ｑ：あきおさんは、どの人ですか。 

Ａ：                            

 

 

 

よしおさん 

 

りえさん 

 

はるかさん  

    
のりこさん 

 

あきおさん 

ヒント 

ジュースを飲んでいます 

おにぎりを食べています 

うたをうたっています 

赤ちゃんといっしょにいます 

めがねをかけています 

黒いシャツをきています 

スカートをはいています 

 

Do you remember how to make the plain form of ‘Vています’? 
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●発展課題（教師用資料） 

 

１． いろいろなお祝いのメッセージの例（次ページ）を、読んでみる。例文をばらばらにして、 

何のお祝いのメッセージかを考えてもよい。 

 

２．例文を参考にして、お祝いのカードを書いてみる。だれに、どんな目的のカードを書くか、

よく考えること。 

 

例）日本人の友だち 大学入学のおいわい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．日本のウェブサイトで、どんなグリーティングカードがあるか見てみる。お祝い用だけで

なく、いろいろなグリーティングカードがある。アニメカードも楽しい。 

 

・Yahoo!グリーティング  http://greetings.yahoo.co.jp/ 

 

・Yahoo!グリーティング＞カテゴリ：お祝い   

http://view.greetings.yahoo.co.jp/greet/browse/occasions/ 

 

・楽天グリーティング＞おめでとうカード特集 アニメカードが充実している。 

http://greeting.rakuten.co.jp/event/congratulation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さやかさん、 

JF大学、ご入学おめでとうございます！ 

 学生生活をエンジョイしてください！ 

 

2007年3月20日   

ジョアン 
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≪いろいろなメッセージの例≫ 

 

「お誕生日おめでとうございます」 

・この１年、いいことがたくさんありますように。 

・すばらしい 〇才になりますように！ 

・ますます元気で、長生きしてください。 

・いつまでも、すてきな 〇〇さんでいてくださいね。 

 

「ご入学おめでとうございます」 

・新しい友だちをたくさんつくってください。 

・友だちとたくさん遊んで、楽しく元気にすごしてください。 

・勉強に、スポーツに、がんばってください。 

・学生生活をエンジョイしてください。 

 

「ご卒業おめでとうございます」 

・今までの思い出を大切に、これからの出会いを楽しみに！ 

・たくさんの思い出をありがとう。いつまでもわすれません。 

・３年間の学校生活はどうでしたか。これからもがんばってください。 

・これからも、ずっと友だちでいてください。 

 

「合格おめでとうございます」 

・ほんとうによかったですね。 

・むずかしい試験にパスして、ほんとうによかったです。 

・よく勉強しましたね。よろこびの春ですね！ 

・すごい！やったね！！ 

 

「ご就職おめでとうございます」 

・社会のために、しっかり働いてください。 

・これから本当の社会で、がんばってください。 

・これから社会人１年生。つらいこともあるだろうけど、がんばってください。 

・早く仕事になれて、りっぱな社会人になってください。 

 

「ご結婚おめでとうございます」 

・いつまでもなかよくくらしてください。 

・喜びは２倍、悲しみは半分、いつまでもおしあわせに！ 

・お二人ですばらしい家庭をつくってください。 

・世界一、しあわせになってください。 
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「日本人のおいわい」解答例 

 

●本文のりかい 

Ⅰ．１）〇  ２）〇  ３）〇  ４）×  ５）〇  ６）×  ７）〇  ８）×  

 ９）×  10）〇 

Ⅱ．１）プレゼントをあげたり、ケーキやおかしを食べたり、ゲームであそんだりします。 

（プレゼントをあげます。ケーキやおかしを食べます。ゲームであそびます。） 

  ２）むかしは、あまり長生きしませんでしたから、60 才のたんじょうびがいちばん大切

でした。 

  ３）お母さんやお父さんと（いっしょに）行きます。 

  ４）ランドセルに本やノートを入れて、学校に行きます。（本やノートを入れて使います。

／本やノートを入れます。） 

５）学生はしけんにごうかくしたいですから、いっしょうけんめい勉強します。 

  ６）入学しけんがおわって、１、２週間で、けっかをはっぴょうします。ふつう、手紙を

もらいますが、大学へ行って見ることもできます。 

   （入学しけんの１，２週間後、手紙をもらったり、大学へ行ってみたりして、けっかを 

知ることができます。） 

７）学生は、学校のそつぎょうまでに、しゅうしょくする会社をさがしますから、4月から 

働きはじめることができます。 

８）男の子：野球のせんしゅ、サッカーのせんしゅ   

女の子：パンやさん、ケーキやさん、ようちえんの先生 

  ９）男の人：30才ぐらい 女の人：28才ぐらい 

  10）男の人：黒のスーツに白のネクタイ  女の人：ドレスやきもの 

Ⅲ．１）ウ  ２）オ  ３）エ  ４）イ  ５）ア 

 

 

●漢字とことば 

Ⅰ．１）ながいき ｎ  ２）しょうがっこう ｇ  ３）かいしゃ ｍ ４）おとこのこ a   

５）おんなのこ ｂ  ６）てがみ ｌ  ７）黒 ｄ  ８）白 ｃ  ９）先生 ｈ   

10）行きます ｋ  11）有名 ｊ  12）お金 i 

Ⅱ．１）入学します、ごうかくしました ２）勉強したいです ３）けっこんします  

４）そつぎょうして、しゅうしょくしました ５）働きました  

６）おいわい、楽しみ ７）人気の ８）おとしより、大切な 

Ⅲ．１）お ２）お ３）お ４）ご ５）ご ６）お ７）× ８）ご ９）お  

10）ご 11）お 12）お 

 

 

●ぶんけい 

Ⅰ．Ａ. １）読みはじめます ２）ゲームをしはじめます ３）見つづけます  

４）働きつづけます ５）つかいおわります ６）ならいおわります 

Ｂ. １）働きはじめます。 ２）読みおわりました。 ３）ならいはじめました。 

 ４）ゲームをしつづけました。 ５）使いつづけました。  

Ｃ. １）つくりはじめました ２）つくりおわりました ３）つくりつづけました 

４）来はじめました（きはじめました） ５）うたいつづけました  
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６）かたづけはじめました ７）かたづけおわりました 

Ⅱ．Ａ.例）わたしは友だちにおいわいのカードをあげます。／わたしは姉にきれいな花を 

あげます。／… 

Ｂ.例）わたしは友だちから写真をもらいたいです。／わたしはそぼから銀(ぎん silver)

のスプーンをもらいたいです。／… 

Ⅲ．１）いもうとは、小学生ですから、ランドセルをもっています。 

２）ぼくは勉強が好きじゃありませんが、大学に行きたいです。 

３）私は働きたいですが、いいしごとがありません。 

４）友だちのけっこんしきに行きますから、ドレスを買います。 

Ⅳ．Ａ. １）もらう ２）つくる ３）とる ４）なる ５）あそぶ ６）行く ７）来る（くる） 

８）勉強する ９）旅行する  （…のが、たのしみです） 

Ｂ.例）高校生になるのが楽しみです。／新しい学校に行くのが楽しみです。／ 

新しい友だちをつくるのが楽しみです。／もっと勉強するのが楽しみです。 

Ⅴ．Ａ. １）ピザを食べない ２）ピザを食べている ３）ピザを食べていない 

  ４）コーヒーを飲んだ ５）コーヒーを飲まなかった ６）コーヒーを飲んでいた  

７）コーヒーを飲んでいなかった 

Ｂ. １）きのう読んだ 本   ２）アンさんからもらった ぼうし  

３）本やノートを入れる かばん   ４）４月に入学する 学校  

５）私がつくった サラダ   ６）トムくんがかいた え   

Ｃ. １）（よしおさんは）赤ちゃんといっしょにいる男の人です。／めがねをかけている

（男の）人です。 

２）（りえさんは）赤ちゃんといっしょにいる女の人です。／よしおさん（男の人）

と赤ちゃんといっしょにいる女の人です。／かみが長い人です。 

３）（はるかさんは）ジュースを飲んでいる人です。／スカートをはいている人です。

／かみのけをポニーテールにしている人です。 

４）（のりこさんは）おにぎりを食べている人です。／はるかさんといっしょにいる人

です。／黒いシャツをきている人です。 

５）（あきおさんは）うたをうたっている人です。／カラオケをしている人です。 

 


