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 Chapter 6 
 

0071 

男 
0072 

女 
0073 

子 
0074 

供 
0075 

好 
     

0076 

私 
0077 

友 
0078 

達 
0079 

家 
0080 

客 
A. Write the reading and choose its meaning. 

 

1. 子供 ____________  (   ) 

 

2. 友達 ____________  (   ) 

 

3. 男 ____________  (   ) 

 

4. 好き ____________  (   ) 

 

5. 家 ____________  (   ) 

 

6. お客さん ____________  (   ) 

 

7. 女 ____________  (   ) 

a. friend 

b. woman, female 

c. guest, customer 

d. child 

e. man, male 

f. like 

g. house 

B. Write the reading and choose its meaning. 
 はい 

1. 配達 ________________  (   ) 

 ぞく 

2. 家族 ________________  (   ) 

 てい 

3. 提供 ________________  (   ) 

 せい 

4. 男性 ________________  (   ) 

 せい 

5. 女性 ________________  (   ) 

a. family 

b. offer, provide, present 

c. woman, lady 

d. delivery 

e. man 
 

子73,供74,友77,達78,男71,好75,家79,客80,女72,配256,族429,提536,性267 
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C. Read the sentences. 
 

1. 私は 海より 山の 方が 好きです。 

 

2. 私は 先週の 土曜日 友達と 海に 行きました。 

 せい よう せい よう 

3. シャワーの 入口は あそこです。右が 男性用、左が 女性用です。 

 

4. 田中さんは 子供が ２人 います。上は 女の子、下は 男の子です。 

 じ 

5. 日本の 家は 木で できているから、火事に なりやすい。 

 なつ ぞく りょ 

6. 石川さんは 今年の 夏休み 家族と 海外旅行に 行く そうです。 

D. Read the sentences and choose the appropriate Kanji. 

 

1. きょう お客さんが 来るから、家の なかを そうじ します。 

分日 
今月 
今日 

 七 
中 
内 

 

2. 女より 男の ほうが たいりょくが あります。 

方 
万 
九 

体協 
休力 
体力 

 な あそ 

3. 子供たちが かわで いしを 投げて 遊んでいます。 

山 
兆 
川 

石 
右 
左 

 
私76,海64,山61,方45,好75,先31,週27,土25,曜26,日19,友77,達78,行34,入47,口57,右43,男71,

性267,用188,左44,女72,田67,中37,子73,供74,人46,上41,下42,本51,家79,木23,火21,事137,石

66,川62,今32,年28,夏202,休52,族429,外49,旅416,客80,来33,分29,月20,七7,内50,万13,九9,

体53,協55,力54,投264,遊420,兆15 
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 男女子供好私友達家客 

E. Choose the appropriate Kanji. 
 

1. 田 ＋  ＝ 男  子 

        

2. 女 ＋  ＝ 好き  木 

        

3. 日 ＋  ＝ 時  力 

        

4. 人 ＋  ＝ 休む  寺 

        

5. 山 ＋ 山 ＝   森 
        

6. 木 × ３ ＝   協 
        

7. 十 ＋ 力 3 ＝   出る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田67,男71,子73,女72,好75,木23,日19,時17,力54,人46,休52,寺18,山61,森70,協55,十10,出48 
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Answer _________________________________________________ 
A-1 こども (d)｜A-2 ともだち (a)｜A-3 おとこ (e)｜A-4 すき (f) 

A-5 いえ (g)｜A-6 おきゃくさん (c)｜A-7 おんな (b) 

B-1 はいたつ (d)｜B-2 かぞく (a)｜B-3 ていきょう (b)｜B-4 だんせい (e)｜B-5 じょせい (c) 

C-1 わたしは うみより やまの ほうが すきです。 

C-2 わたしは せんしゅうの どようび ともだちと うみに いきました。 

C-3 シャワーの いりぐちは あそこです。みぎが だんせいよう、ひだりが じょせいようです。 

C-4 たなかさんは こどもが ふたり います。うえは おんなの こ、したは おとこの こです。 

C-5 にほんの いえは きで できているから、かじに なりやすいです。 

C-6 いしかわさんは ことしの なつやすみ かぞくと かいがいりょこうに いく そうです。 

D-1 今日 きゃくさんが くるから、いえの 中を そうじ します。 

D-2 おんなより おとこの 方が 体力が ある。 

D-3 こどもたちが 川で 石を なげて あそんでいます。 

E-1 力｜E-2 子｜E-3 寺｜E-4 木｜E-5 出る｜E-6 森｜E-7 協 

Vocabulary & Patterns ____________________________________ 
あそこ over there 
あそぶ（遊ぶ） to play, enjoy 
あそんで（遊んで） te form of asobu 
いし（石） stone 
うえ（上） higher, upper 
かいがい（海外） overseas 
かじ（火事） a fire 
かぞく（家族） family 
から so, therefore, because 
かわ（川） river 
ことし（今年） this year 
した（下） lower, under 
そうじ sv cleaning 
そうです [plain form + ] I heard, they said 
たいりょく（体力） physical strength 
たち and others 
ていきょう（提供)sv. offer, present, provide 
できている [something de + ] be made of 
なげて（投げて） te form of nageru 
なげる（投げる） to throw 
なつやすみ（夏休み） summer vacation 
なる to become 

はいたつ（配達)sv. delivery 
ほうが（方が） comparative pattern 
やすい [stem + ] easy to do 
よう（用） something for 
より comparative pattern 
りょこう（旅行)sv. travel, trip 

 


