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数字は私たちの生活の中で重要な役割を果たしています

数字は、私たちが生まれて以来、私たちの生活に関連付けられます

実際、数字は私たちの人生のあらゆる側面に直接的または間接的に

現れます。したがって、言語学習教材には数字を含める必要があり

ます。数字を学ぼう…………….

Sūji wa watashitachi no seikatsu no naka

imasu. Korera no sūji wa, watashitachi

seikatsu ni kanrendzuke raremasu. Jissai

arayuru sokumen ni chokusetsuteki matawa

Shitagatte, gengo gakushū kyōzai ni wa

Sūji o manabou………………………….
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番号 - Bangō

数字は私たちの生活の中で重要な役割を果たしています。 これらの

私たちの生活に関連付けられます。

数字は私たちの人生のあらゆる側面に直接的または間接的に

言語学習教材には数字を含める必要があり

naka de jūyōna yakuwari o hatashite

watashitachi ga umarete irai, watashitachi no

Jissai, sūji wa watashitachi no jinsei no

matawa kansetsu-teki ni arawaremasu.

wa sūji o fukumeru hitsuyō ga arimasu.



日本の数字システムには2組の数字があります

- シノ (Sino)- 日本語番号セット

-ネイティブ (Native) 日本語番号セット

-シノ (Sino)- 日本語番号セット一般的に使用されます

Nihon no sūji shisutemu ni wa 2-kumi no

- Shino (Sino) - nihongo bangō setto

-Neitibu (Native) nihongo bangō setto

Shino (Sino) - nihongo bangō setto Ippantekini
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番号 - Bangō

組の数字があります。

日本語番号セット

一般的に使用されます。

no sūji ga arimasu.

Ippantekini shiyō sa remasu.



番号 ： 1 – 10       シノ

1. いち Ichi

2. に ni

3. さん san
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シノ (Sino)- 日本語番号セット



4し、よん
shi, yon

5. ご go

6. ろく
roku
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番号 ： 1 – 10       シノシノ (Sino)- 日本語番号セット



7. しち、なな
shichi, nana

8. はち
hachi

www.clrn-shr.com

番号 ： 1 – 10       シノシノ (Sino)- 日本語番号セット



9. く、きゅう
ku,   kyuu

10. じゅう
juu
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番号 ： 1 – 10       シノシノ (Sino)- 日本語番号セット



番号 ： 1 – 10

ネイティブ (Native) 

1. ひとつ
hitotsu

2. ふたつ
futatsu

3. みっつ
mittsu
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(Native) 日本語番号セット



4よっつ
yottsu

5. いつつ
itsutsu

6. むっつ
muttsu
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番号 ： 1 – 10
ネイティブ (Native) (Native) 日本語番号セット



7. ななつ
nanatsu

8. やっつ
yattsu
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番号 ： 1 – 10
ネイティブ (Native) (Native) 日本語番号セット



9. ここのつ
kokonotsu

10. とう
tou
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番号 ： 1 – 10
ネイティブ (Native) (Native) 日本語番号セット



11. じゅういち

12. じゅうに

13. じゅうさん
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14. じゅうよん、じゅうし
Jû-yon,            

15. じゅうご

16. じゅうろく

17. じゅうしち、じゅうなな
Jû-shichi,         

18. じゅうはち Jû

19. じゅうきゅう Jû

20.  にじゅう

番号 ： 11 – 20       

Jû-ichi

Jû-ni

Jû-san

じゅうよん、じゅうし
yon,            jû-shi

Jû-go

Jû-roku

じゅうしち、じゅうなな
,         jû-nana

Jû-hachi

Jû-kyû

Ni-jû

20       



30. さんじゅう

40. よんじゅう

50. ごじゅう
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60. ろくじゅう

70. ななじゅう

80. はちじゅう

90. きゅうじゅう

100. ひゃく

番号 ：

San-jū

Yon jū

Go jū

Ro kujū

Nana-jū

Wa chi jū

Kyū-jū

Hyaku



1000. せん

100000. じゅうまん
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番号 ：

Sen

じゅうまん Jū ma n



ワークシート(Wākushīto

オブジェクトをカウントする

(Obujekuto o kaunto
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Wākushīto)：

オブジェクトをカウントする :

kaunto suru)



日本語で次の数字を翻訳

(Nihongo de tsugi no sūji o hon'yaku
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16 : ………………………………

27: ………………………………

19: ……………………………..

33: ………………………………

84: ………………………………

67: ………………………………

58: ………………………………

ワークシート(Wākushīto

日本語で次の数字を翻訳 :

Nihongo de tsugi no sūji o hon'yaku)

: ………………………………

27: ………………………………

19: ……………………………..

33: ………………………………

84: ………………………………

67: ………………………………

58: ………………………………

Wākushīto)：



ソリューションを見つける

(Soryūshon o mitsukeru
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はち + きゅう =   ………………

にじゅう + ろく = ………………

よんじゅうろく + 

= ……………..

にじゅうさん + じゅう

じゅうさん + じゅうに

に + じゅうなな =  

ごじゅう + にじゅう

ワークシート(Wākushīto

ソリューションを見つける :

mitsukeru)

………………

………………

+ じゅういち

じゅう =  …………………

じゅうに = ……………

=  ………………………

にじゅう =  ……………………

Wākushīto)：



様々な言語での学習モジュール

語、中国語、日本語、ドイツ語、フ

ランス語、スペイン語

訪問先 :  www.clrn

電子メール：：

clrnandshr@gmail.com
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様々な言語での学習モジュール -英

語、中国語、日本語、ドイツ語、フ

ランス語、スペイン語

:  www.clrn-shr.com

clrnandshr@gmail.com


