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TEXT A: チャットルームで (Online chat)

Joanna is an exchange student staying with Haruto, her host brother, in Japan. Haruto is chatting online 
to some of his friends about a problem he and Joanna have at school tomorrow.  

Glossed vocabulary

エプロン	 apron 

Haruto
あしたの　一時かんめは、　何を　べんきょうしますか。

Maki
私は　ちりです。　どうしてですか。

Haruto
その時　ぼくは　すう学の　しけんが　あります。
ジョアンナさんは　しけんを　しませんから、　ぼくの　
クラスは　つまらないでしょう。

Haruto

でも、　ジョアンナさんに　いい　べんきょうに　
なりますよね。　クラスの　ともだちは　やさしいから　
大じょうぶでしょう。

Maki
今しゅう、　私の　クラスでは　日本の　ちりを　
べんきょうして　いますが、　ちりの　先生の　はなしは
むずかしくて、　はやすぎますよ。
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Kenji

ぼくの　一時かんめは　たいいくです。　らいしゅう、
となりの　学校と　サッカーの　しあいが　あります。
たいいくかんで　うんどうを　してから、　サッカーの
れんしゅうを　します。

Haruto

ジョアンナさんは　サッカーが　上手ですが、　きのう
はしりすぎて、　あしが　いたくなりました。　今、
はしっては　いけません。

Yuuna
びじゅつは　どうですか。　手や　せいふくが　時々
きたなく　なりますが、　おもしろいですよ。

Haruto

ジョアンナさんは　びじゅつが　大すきです。　ぼくは
びじゅつの　エプロンが　あって、　その　エプロンを
ジョアンナさんが　つかっても　いいですよ。

3



しんかんせん バス

はやいです	（二時かん　かかります）。
でも、　けしきが　よく　みえません。

四時かん　ぐらい　かかります。
日本の　いなかが　よく　みえます。

しゅっぱつ　－　Departure times:

08:00 08:15 08:30 08:45

09:00 09:15 09:30 09:45

10:00 10:15 10:30 10:45

一日に　たくさん　あります。

あさの　バスと　ごごの　バスが　
あります。　ごぜん八時と　ごご一時に
出ます。

えきで　おいしい　おべんとうを　
かいます。

バスの　中で　たべても　いいです。

きっぷは　五千五百円です。 きっぷは　二千円です。

中は　せまいですから　小さい　
かばんが　いいです。

大きい　にもつは　バスの　下に　
入れます。

TEXT B: しゅうまつの　りょこう (Weekend trip)

Joanna and Haruto have made notes about various options for a trip away during the weekend.

Glossed vocabulary

けしき	 scenery  

おかあさんは、
まいあさ　おべんとうを

つくります。　その　おべんとうは
えきの　おべんとうより
おいしくて、　すきです。

にもつは
あまり　もって
行きません。

えきの　ちかくに
すんで　います。

はやく
行きたいです。
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しんかんせん バス

はやいです	（二時かん　かかります）。
でも、　けしきが　よく　みえません。

四時かん　ぐらい　かかります。
日本の　いなかが　よく　みえます。

しゅっぱつ　－　Departure times:

08:00 08:15 08:30 08:45

09:00 09:15 09:30 09:45

10:00 10:15 10:30 10:45

一日に　たくさん　あります。

あさの　バスと　ごごの　バスが　
あります。　ごぜん八時と　ごご一時に
出ます。

えきで　おいしい　おべんとうを　
かいます。

バスの　中で　たべても　いいです。

きっぷは　五千五百円です。 きっぷは　二千円です。

中は　せまいですから　小さい　
かばんが　いいです。

大きい　にもつは　バスの　下に　
入れます。

ニュージーランドでは、
まちに　すんで　いますから、　
日本の　いなかを　みたり、　
しゃしんを　とったり　

したいです。

おとうさんから
六千円だけ
もらいました。

ニュージーランドから
大きい　かばんを
もってきました。

時々、
バスの　中で、　きぶんが
わるく　なります。
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TEXT C: ジョアンナの　ブロッグ (Joanna’s blog)

In her blog, Joanna describes what happened one day while she was in Japan. 

Glossed vocabulary

はじめて	 for the first time ゆきだるま	 snowman

ゆきが　たくさん　ありますから、　今日は　いえから　出ては　
いけません。

From: Principal@nakamuraschool.jp

:	はると

学校は　やすみ

Joanna in Japan
先しゅうの　金よう日は　日本での　一ばん　たのしい日でした。　

学校が　ありましたから、　七時に　おきました。　まどから、　はじめて　ゆきを　
みました。　木も　いえも　ぜんぶ　しろくて、　すごかったです。　そして、　学校は
やすみに　なりました。　その　いい　ニュースは　はるとくんから　ききました。　
そのあと、　こうちょう先生から　メールが　きました。

だから、　私と　ホストファミリーは　いえの　中で　あそびました。
ひるごはんは　おかあさんと　いっしょに　やさいと　にくを　つかって、　
りょうりを　しました。　あたたかくて　おいしかったです。　おかあさんは　
ひるごはんが　おわってから、　つかれて、　すこし　ねました。
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月よう日　9時に、　私の　へやに　きて　ください。

From: Principal@nakamuraschool.jp

:	はると、　ジョアンナ

月よう日

私と　はるとくんは　二人で　しずかに　ちかくの　じんじゃに　行って、
ゆきだるまを　つくりました。　そして、　Instagram	に　しゃしんを　
あげました。　

でも、　そのあと、　学校から　メールが　ありました。　

大へんでしょう!？		
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