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 Chapter 5 
 

0061 

山 
0062 

川 
0063 

空 
0064 

海 
0065 

毎 
     

0066 

石 
0067 

田 
0068 

花 
0069 

林 
0070 

森 
A. Choose the Kanji from the list above and its meaning from the right. 

 

1. やま [   ] (   ) 

 

2. うみ [   ] (   ) 

 

3. そら [   ] (   ) 

 

4. かわ [   ] (   ) 

 

5. もり [   ] (   ) 

 

6. いし [   ] (   ) 

 

7. はな [   ] (   ) 

 

8. た [   ] (   ) 

a. flower 
b. sky 
c. mountain 
d. stone 
e. rice field 
f. river 
g. forest 
h. sea, ocean 

B. Write the reading and choose its meaning. 
 

1. 火山 _______________ (   ) 

 

2. 花火 _______________ (   ) 

 

3. 海外 _______________ (   ) 

 

4. 毎日 _______________ (   ) 

 こう 

5. 空港 _______________ (   ) 

 ゆ 

6. 石油 _______________ (   ) 

 

7. 毎週 _______________ (   ) 

 

8. 空く _______________ (   ) 

a. overseas 

b. every day 

c. bocome vacant 

d. volcano 

e. oil, petroleum 

f. fireworks 

g. airport 

h. every week 
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C. Choose the appropriate Kanji. 
 のぼ 

1. _________に 登ります 

 およ 

2. _________で 泳ぎます 

 さ 

3. _________が 咲きます 

 と 

4. _________を 飛びます 

 な 

5. _________を 投げます 

a. 空 

b. 石 

c. 山 

d. 海 

e. 花 

D. Read the sentences. 
 の 

1. この 川の 水は きれいだから、飲めます。 

 

2. あの 山は 火山です。 

 

3. この 花は ２本で 300円です。 

 こう 

4. 今日 ３時までに 空港に 行かなければ なりません。 

 ばん がん 

5. 日曜日の 晩、海岸で 花火が ある そうです。 

 ゆ ゆ 

6. 日本は 海外から たくさんの 石油を 輸入 しています。 

 かいしゃ 

7. 田中さんは 毎日 ８時ごろ 会社に 行って、７時ごろ うちに  
 

帰ります。 

 

8. 石川さんは 土曜日 森さんや 林さんたちと 海に 行く そうです。 
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 山川空海毎石田花林森男 

E. Choose the appropriate Kanji. 
 

1. た   口  4. もり   木 

2. ひゃく   田  5. き   林 

3. くち   百  6. はやし   森 

 

7. つち   山  10. ひだり   石 

8. やま   出  11. いし   右 

9. でる   土  12. みぎ   左 

F. Read the sentences and choose the appropriate Kanji. 
 さくら 

1. この おおきい 花は バラ、ちいさい 花は 桜です。 

八きい 
大きい 
今きい 

 小さい 
少さい 
下さい 

 こ ども さかな と 

2.  子供の とき よく この 川に きて、魚を 捕りました。 

寺 
時 
曜 

 先て

火て

来て

 ひ き こう こう 

3. 飛行機は ３時に 空港を でるから、１時までに 空港に いきます。 

土る

内る

出る

 年ります 
行きます 
帰ります 
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Answer _________________________________________________ 
A-1 山 (c)｜A-2 海 (h)｜A-3 空 (b)｜A-4 川 (f) 

A-5 森 (g)｜A-6 石 (d)｜A-7 花 (a)｜A-8 田 (e) 

B-1 かざん (d)｜B-2 はなび (f)｜B-3 かいがい (a)｜B-4 まいにち (b) 

B-5 くうこう (g)｜B-6 せきゆ (e)｜B-7 まいしゅう (h)｜B-8 あく (c) 

C-1 山 (c)｜C-2 海 (d)｜C-3 花 (e)｜C-4 空 (a)｜C-5 石 (b) 

D-1 この かわの みずは きれいだから、のめます。 

D-2 あの やまは かざんです。 

D-3 この はなは ２ほんで ３００えんです。 

D-4 きょう ３じまでに くうこうに いかなければ なりません。 

D-5 にちようびの ばん、かいがんで はなびが ある そうです。 

D-6 にほんは かいがいから たくさんの せきゆを ゆにゅう しています。 

D-7 たなかさんは まいにち ８じごろ かいしゃに いって、７じごろ うちに かえります。 

D-8 いしかわさんは どようび もりさんや はやしたしさんと うみに いく そうです。 

E-1 た｜E-2 百｜E-3 口｜E-4 森｜E-5 木｜E-6 林 

E-7 土｜E-8 山｜E-9 出る｜E-10 左｜E-11 石｜E-12 右 

F-1 この 大きい はなは バラ、小さい はなは さくらです。 

F-2 こどもの 時 よく この かわに 来て、さかなを とりました。 

F-3 ひこうきは ３じに くうこうを 出るから、１じまでに くうこうに 行きます。 

Vocabulary & Patterns ____________________________________ 
あく（空く） to become vacant 
いって（行って） te form of iku 
およぐ（泳ぐ） to swim 
かいがい（海外） overseas 
かいがん（海岸） seaside, coast, beach 
かいしゃ（会社） company, office 
かえる（帰る） to return 
かざん（火山） volcano 
から therefore, so, because 
きれい clean / pretty 
くうこう（空港） airport 
さかな（魚） fish 
さく（咲く） to bloom 
さくら（桜） cherry blossoms 
せきゆ（石油） petroleum, oil 
そうです [plain form + ] I heard, they said 
た（田） rice field 
たち and others 
つち（土） soil, ground, earth 
でる（出る） to leave / appear, come out 
とぶ（飛ぶ） to fly 

とる（捕る） to catch 
なげる（投げる） to throw, pitch 
なければ なりません must do, need to do 
のぼる（登る） to climb 
のむ（飲む） to drink 
のめる（飲める） potential form of nomu 
はなび（花火） fireworks 
バラ rose 
ばん（晩） night, evening 
まいしゅう（毎週） every week 
まいにち（毎日） every day 
までに until 
ゆにゅう（輸入)sv. import 

 


