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・第 1 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.20～） 

･練習 1･ 

1-1. 

1) スズキサノー プログラマー ヤイビーン。（鈴木さんはプログラマーです）  

2) アラサノー カイシャイン ヤイビーン。（新良さんは会社員です）  

3) ボストンサノー シンシー ヤイビーン。（ボストンさんは先生です）  

4) タカハラサノー イサ ヤイビーン。（高原さんは医者です） 

1-2. 

1) スズキサノー カイシャイン ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、スズキサノー プログラマー ヤイビ

ーン。（鈴木さんは会社員ですか―いいえ、鈴木さんはプログラマーです） 

2) アラサノー エンジニア ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、アラサノー カイシャイン ヤイビーン。

（新良さんはエンジニアですか―いいえ、新良さんは会社員です） 

3) ボストンサノー シンシー ヤイビーミ。―ウー、ボストンサノー シンシー ヤイビーン。（ボスト

ンさんは先生ですか―はい、ボストンさんは先生です） 

4) タカハラサノー ダイガクシー ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、タカハラサノー イサ ヤイビーン。

（高原さんは大学生ですか―いいえ、高原さんは医者です） 

1-3. 

1) スズキサノー イクチ ヤイビーガ。―ニジューグ ヤイビーン。（鈴木さんはいくつですか―25歳

です） 

2) アラサノー イクチ ヤイビーガ。―サンジューク ヤイビーン。（新良さんはいくつですか―39 歳

です） 

3) ボストンサノー イクチ ヤイビーガ。―ヨンジューサン ヤイビーン。（ボストンさんはいくつですか

―43歳です） 

4) タカハラサノー イクチ ヤイビーガ。―サンジュールク ヤイビーン。（高原さんはいくつですか

―36歳です） 

 

･練習 2･ 

1) ウレー ボールペン ヤイビーミ。―ウー、ボールペン ヤイビーン。 

2) アレー コンピュータ ヤイビーミ。―ウー、コンピュータ ヤイビーン。 

3) アレー イン ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、マヤー ヤイビーン。 

4) ウレー ウニジリ ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、サンドイッチ ヤイビーン。 
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･練習 3･ 

1) ウレー ヌー ヤイビーガ。―エンピツ ヤイビーン。（これは何ですか―鉛筆です） 

2) ウレー ヌー ヤイビーガ。―ホッチキス ヤイビーン。（これは何ですか―ホッチキスです） 

3) ウレー ヌー ヤイビーガ。―イン ヤイビーン。（これは何ですか―犬です） 

4) ウレー ヌー ヤイビーガ。―コーヒー ヤイビーン。（これは何ですか―コーヒーです） 

 

･練習 4･ 

1) ウレー ター クルマ ヤイビーガ。―ウレー ナカジョーサンヌ クルマ ヤイビーン。（それは

誰の車ですか―それは仲門さんの車です） 

2) ウレー ター サンシン ヤイビーガ。―ウレー フィジャサンヌ サンシン ヤイビーン。（それ

は誰の三線ですか―それは比嘉さんの三線です） 

3) ウレー ター イン ヤイビーガ。―ウレー ボストンサンヌ イン ヤイビーン。（それは誰の犬で

すか―それはボストンさんの犬です） 

4) ウレー ター サイフ ヤイビーガ。―ウレー ワー サイフ ヤイビーン。（それは誰の財布です

か―それは私の財布です） 

 

･練習 5･ 

1) ウレー ヌー ヤイビーガ。―ウレー エンピツ ヤイビーン。（それは何ですか―それは鉛筆です） 

2) アレー ヌー ヤイビーガ。―アレー オリオンビール ヤイビーン。（あれは何ですか―あれはオ

リオンビールです） 

3) アレー ヌー ヤイビーガ。―アレー タブレット ヤイビーン。（あれは何ですか―あれはタブレット

です） 

 

･練習 6･ 

1) ウヌ ッチョー ター ヤイビーガ。―グシケン ヨーコー ヤイビーン。（その人は誰ですか―具

志堅用高です） 

2) アヌ ッチョー ター ヤイビーガ。―ナツメ ソーセキ ヤイビーン。（あの人は誰ですか―夏目

漱石です） 

3) アヌ ッチョー ター ヤイビーガ。―ベートーベン ヤイビーン。（あの人は誰ですか―ベートー

ベンです） 
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・第 2 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.29～） 

･練習 1･ 

1-1. a. スバー（そばは）  b. ウメー（海は）  c. ンマー（馬は）  d. イソー（椅子は）  e. ゴ

ーヤーヤ（ニガウリは）  f. サケー（泡盛は）  g. テレベー（テレビは）  h. ミーヤ（目は）  i. フ

ィサー（足は）  j. トゥジェー（妻は）  k. ワンネー（私は）  l. ファーヤ（葉は）  m. ワイノー

（ワインは） 

1-2. a. アリ（あれ）  b. カレー  c. ナカマサン  d. デンキ  e. ナマ（今）  f. ワイン  g. 

ビール  h. ンミ（梅）  i. ウミ（海） 

 

･練習 2･ 

1) シモジサノー ヤマトゥンチュ ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、シモジサノー ヤマトゥンチョー ア

イビラン。ナークンチュ ヤイビーン。 

2) ミヤラサノー ナークンチュ ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、ミヤラサノー ナークンチョー アイビ

ラン。‘エーマンチュ ヤイビーン。 

3) ボストンサノー ドイツヌチュ ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、ボストンサノー ドイツヌチョー アイ

ビラン。アメリカー ヤイビーン。 

4) オーシロサノー ヤマトゥンチュ ヤイビーミ。―‘ウー‘ウー、オーシロサノー ヤマトゥンチョー 

アイビラン。ウチナーンチュ ヤイビーン。 

 

･練習 3･ 

3-1. 

1) カレーヤ カラサイビーン。 

2) ビーロー ‘ンジャサイビーン。 

3) ソーヨー スージューサイビーン。 

4) コーレーグソー カラサイビーン。 

3-2. 

1) シュークリーモー カラサイビーミ。―‘ウー‘ウー、シュークリーモー カラコー ネーイビラン。

アマサイビーン。 

2) ウチナーヌ ナチェー シダサイビーミ。―‘ウー‘ウー、ウチナーヌ ナチェー シダコー ネー

イビラン。アチサイビーン。 

3) トーキョースカイツリーヤ フィクサイビーミ。―‘ウー‘ウー、トーキョースカイツリーヤ フィクコ

ー ネーイビラン。タカサイビーン。 
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･練習 4･ 

4-1. 

1) ‘ンマー マー ヤイビーガ。―‘ンマー シブヤ ヤイビーン。 

2) クマー マー ヤイビーガ。―クマー ニュージーランド ヤイビーン。 

3) アマー マー ヤイビーガ。―アマー ギンコー ヤイビーン。 

4) アマー マー ヤイビーガ。―アマー シンジュク ヤイビーン。 

4-2. 

1) ウレー マーヌ ビール ヤイビーガ。―アメリカヌ ビール ヤイビーン。 

2) ウレー マーヌ ビール ヤイビーガ。―カンコクヌ ビール ヤイビーン。 

3) ウレー マーヌ ビール ヤイビーガ。―チューゴクヌ ビール ヤイビーン。 

4) ウレー マーヌ ビール ヤイビーガ。―ウチナーヌ ビール ヤイビーン。 

 

･練習 5･ 

5-1. a. ユイン（百合も）  b. ミジン（水も）  c. ッチュン（人も）  d. チューン（今日も）  e. 

チヌーン（昨日も）  f. ワイヌン（ワインも）  g. パヌン（パンも）  h. フィジン（ひげも）  i. ワン

ニン（私も） 

5-2. 

1) トナキサヌン ウチナーンチュ ヤイビーン。（渡名喜さんも沖縄の人です） 

2) ガジャヌン イチムシ ヤイビーン。（蚊も生き物です） 

3) ワイヌン ヌミムン ヤイビーン。（ワインも飲み物です） 

4) ワンニン ダイガクシー ヤイビーン。（私も大学生です） 
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・第 3 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.37～） 

･練習 1･ 

1-1. 

1) フィジャサノー ドヨービニ テニス サビーン（比嘉さんは土曜日にテニスをします）。 

2) キンジョーサノー クジニ ニンジャビーン（金城さんは 9時に寝ます）。 

3) キナサノー メーユル ウタイビーン（喜名さんは毎晩歌います）。 

4) ワンネー ナチニ ウィージャビーン（私は夏に泳ぎます）。 

1-2. 

1) a. フィジャサノー ドヨービニ テニス サビーミ。―ウー、 ドヨービニ テニス サビーン。（比

嘉さんは土曜日にテニスをしますか―はい、土曜日にテニスをします） 

1) b. フィジャサノー ニチヨービニ テニス サビーミ。―‘ウー‘ウー、 ニチヨービネー テニス 

サビラン。ドヨービニ テニス サビーン。（比嘉さんは日曜日にテニスをしますか―いいえ、日曜

日にはテニスをしません。土曜日にテニスをします） 

2) a. キンジョーサノー ジュージニ ニンジャビーミ。―‘ウー‘ウー、ジュージネー ニンジャビラ

ン。クジニ ニンジャビーン。（金城さんは 10時に寝ますか―いいえ、10時には寝ません。9時に寝

ます） 

2) b. キンジョーサノー クジニ ニンジャビーミ。―ウー、クジニ ニンジャビーン。（金城さんは 9

時に寝ますか―はい、9時に寝ます） 

3) a. キナサノー メーユル ウタイビーミ。―ウー、メーユル ウタイビーン。（喜名さんは毎晩歌い

ますか―はい、毎晩歌います） 

3) b. キナサノー メーアサ ウタイビーミ。―‘ウー‘ウー、メーアサー ウタイビラン。メーユル 

ウタイビーン。（喜名さんは毎朝歌いますか―いいえ、毎朝は歌いません。毎晩歌います） 

4) a. ○○サノー フユニ ウィージャビーミ。―‘ウー‘ウー、ワンネー フユネー ウィージャビラ

ン。ナチニ ウィージャビーン。（○○さんは冬に泳ぎますか―いいえ、私は冬には泳ぎません。夏

に泳ぎます） 

4) b. ○○サノー ナチニ ウィージャビーミ。―ウー、 ワンネー ナチニ ウィージャビーン。（○

○さんは夏に泳ぎますか―はい、私は夏に泳ぎます） 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) ウー、カマビーン（はい、食べます）。 

2) ウー、カマビーン（はい、食べます）。 

3) ‘ウー‘ウー カマビラン（いいえ、食べません）。 
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4) ‘ウー‘ウー、ハナサビラン（いいえ、話しません）。 

2-2. 

1) ウキヤビーガ、ウキヤビーン 

2) ヌマビタン 

3) カマビーン 

4) ヌマビラン 

 

･練習 3･ 

3-1. 

1) オーシロサノー モクヨービニ ウチナーグチ ナライビーン。 

2) マエハラサノー メーアサ シンブン コーイビーン。 

3) フィジャサノー ニチヨービニ テニス サビーン。 

4) ボストンサノー メーニチ ビール ヌマビーン。 

3-2. [解答例] 

1) ワンネー ルクジニ ウキヤビーン（私は 6時に起きます）。 

2) ウー、カマビーン（はい、食べます）。／‘ウー‘ウー、カマビラン（いいえ、食べません）。 

3) ガッコー‘ウティ アサバン カマビーン（学校で昼ご飯を食べます）。 

4) ウー、ヌマビーン（はい、飲みます）。／‘ウー‘ウー、ヌマビラン（いいえ、飲みません）。 

5) ジュージニ ニンジャビーン（10時に寝ます）。 

 

･練習 4･ 

[解答例] 

1) ワンネー ガッコー／ヤー／ショクドー‘ウティ アサバン カマビーン（私は学校／家／食堂で

昼ご飯を食べます）。 

2) ワンネー オモロマチ‘ウティ チン コーイビーン（私はおもろまちで服を買います）。 

3) ワンネー ヤー‘ウティ ニンジャビーン（私は家で寝ます）。 

 

･練習 5･ 

1) ウヌ スムチェー イッペー （ジョートゥー） ヤイビーン（この本はとてもいいです）。 

2) アヌ ッチョー イッペー （ガンジューナ） ッチュ ヤイビーン（あの人はとても丈夫な人です）。 

3) ワンネー ナマ （クヮフーニ） クラチョーイビーン（私は今幸せに暮らしています）。 
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・第 4 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.46～） 

･練習 1･ 

1-1. 

1) ミヤギサノー ライシュー ホッカイドーンカイ イチャビーン。 

2) アユミサノー チュー ンマリジマンカイ ケーイビタン。 

3) マエハラサノー チヌー オーサカンカイ チャービタン。 

4) アラカチサノー ヤーン アメリカンカイ イチャビーン。 

5) ナカジョー ユミサノー メーニチ ルクジニ ヤーンカイ ケーイビーン。 

6) ナカハラサノー チュー ナランカイ チャービタン。 

7) クニシサノー アチャ トーキョーンカイ イチャビーン。 

 

1-2. 

1) ヒコーキカラ イチャビーン（飛行機で行きます）。 

2) フニカラ イチャビーン（船で行きます）。 

3) [解答例] デンシャカラ／バスカラ／アッチ イチャビーン（電車で／バスで／歩いて行きます）。 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) トーキョーンカイ ミッカ イチャビタン（東京に三日行きました）。 

2) キョートンカイ グニチ ケーイビタン（京都に五日帰りました）。 

3) ヤーン ウチナーンカイ ハントゥシ イチャビーン（来年沖縄に半年行きます）。 

2-2. 

1) トーキョーカラ オーサカマディ シンカンセンカラ チャヌグレー カカイビーガ。―ニジカンハ

ングレー カカイビーン。（東京から大阪まで新幹線でどのぐらいかかりますか―2 時間半ぐらいか

かります） 

2) エキカラ クーコーマディ ジドーシャカラ チャヌグレー カカイビーガ。―ヨンジップングレー 

カカイビーン。（駅から空港まで自動車でどのぐらいかかりますか―40分ぐらいかかります） 

3) トーキョーカラ キョートマディ アッチ チャヌグレー カカイビーガ。―サンシューカングレー 

カカイビーン。（東京から京都まで歩いてどのぐらいかかりますか―三週間ぐらいかかります） 

4) コーベカラ シャンハイマディ フニカラ チャヌグレー カカイビーガ。―ミッカグレー カカイビ

ーン。（神戸から上海まで船でどのぐらいかかりますか―三日ぐらいかかります） 
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･練習 3･ 

3-1. 

1) クタチチェー イチュナサイビータン（先月は忙しかったです）。 

2) チヌーヌ エーガー ウムッサイビータン（昨日の映画は面白かったです）。 

3) クジュヌ フヨー フィーサイビータン（去年の冬は寒かったです）。 

4) クタチチ ンジャル トーキョースカイツリーヤ タカサイビータン（先月行った東京スカイツリーは

高かったです）。 

3-2. 

1) チヌーヤ イチュナサイビーティー。―‘ウー‘ウー、イチュナコー ネーイビランタン。（昨日は

忙しかったですか―いいえ、忙しくなかったです） 

2) チヌー カダル チョコレートー アマサイビーティー。―ウー、アマサイビータン。（昨日食べた

チョコレートは甘かったですか―はい、甘かったです） 

3) アヌ スバヤーヌ スバー マーサイビーティー。―ウー、マーサイビータン。（あのそば屋の沖

縄そばは美味しかったですか―はい、美味しかったです） 

4) クジュヌ ナチェー アチサイビーティー。―‘ウー‘ウー、アチコー ネーイビランタン。（去年の

夏は暑かったですか―いいえ、暑くなかったです） 

3-3. 

1) クジョー ニシンジュークニン ヤイビータン（去年は 2019年でした）。 

2) クタチチェー ニングヮチ ヤイビータン（先月は２月でした）。 

3) [解答例] チヌーヌ ユーバノー スバ ヤイビータン（昨日の夕ご飯は沖縄そばでした）。 

 

･練習 4･ 

[解答例] 

1) ニジカングレー ビンチョー サビーン（2時間ぐらい勉強します）。 

2) サンジカングレー ‘ンージャビーン（3 時間くらい見ます）。／ワンネー テレベー ‘ンージャビ

ラン（私はテレビを見ません）。 

3) サンシューカングレー カカイビーン（3週間ぐらいかかります）。 

4) ナナジューニチグレー ヤイビーン（70日ぐらいです）。 

 

･練習 5･ 

[解答例] 

1) タナカサノー チュー シンブン ユマビティー。―ウー、ユマビタン。／‘ウー‘ウー、ユマビラ

ンタン。（田中さんは今日新聞を読みましたか―はい、読みました／いいえ、読みませんでした） 

2) タナカサノー チヌーヌ ユル テレビ ‘ンージャビティー。―ウー、‘ンージャビタン。／‘ウー

‘ウー、‘ンージャビランタン。（田中さんは昨日の夜テレビを見ましたか―はい、見ました／いいえ、

見ませんでした） 
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3) タナカサノー クジュヌ フユニ スキー サビティー。―ウー、サビタン。／‘ウー‘ウー、サビラ

ンタン。（田中さんは去年の冬にスキーをしましたか―はい、しました―いいえ、しませんでした） 

4) タナカサノー センシュー ジョギング サビティー。―ウー、サビタン。／‘ウー‘ウー、サビラ

ンタン。（田中さんは先週ジョギングをしましたか―はい、しました／いいえ、しませんでした） 

 

･練習 6･ 

1) ウヌ ヤシェームノー ヤッサイビーシガ、コーイビラン（この野菜は安いですが、買いません）。 

2) ジュギョーヤ ハジマイビタシガ、シンシーヤ チャービラン（授業が始まりましたが、先生は来ま

せん）。 

3) ワンネー ウチナーンチョー アイビランシガ、ウチナーグチ ビンチョー サビーン（私は沖縄

の人ではありませんが、沖縄語を勉強します）。 

4) ホッカイドーンカイ イチャビタシガ、ジンギスカノー カマビランタン（北海道へ行きましたが、ジ

ンギスカンは食べませんでした）。 

5) ウチナーグチェー ムチカコー ネーイビランシガ、ナークグチェー イッペー ムチカサイビー

ン（沖縄語は難しくないが、宮古語はとても難しいです）。 
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・第 5 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.55～） 

･練習 1･ 

1) メーニチ デンシャンカイ ヌイビーン（毎日電車に乗ります）。 

2) キッサ エキンカイ チチャビタン（さっき駅に着きました）。 

3) センシュー ホテルンカイ トゥマイビタン（先週ホテルに泊まりました）。 

4) キッサ ジャシチンカイ イヤビタン（さっき部屋に入りました）。 

5) ナマ ナーファンカイ シメートーイビーン（今那覇に住んでいます）。 

 

･練習 2･ 

1) a. ワンネー パントゥ ケーキトゥ バナナ カマビーン（私はパンとケーキとバナナを食べます）。 

1) b. ワンネー パントゥカ ケーキンデー カマビーン（私はパンやケーキをなどを食べます）。 

2) a. ワンネー キョートトゥ オーサカトゥ コーベンカイ イチャビタン（私は京都と大阪と神戸に

行きました）。 

2) b. ワンネー キョートトゥカ オーサカンデーンカイ イチャビタン（私は京都や大阪などに行きま

した）。 

3) a. ワンネー トショシツトゥ キョーシツトゥ ヤー‘ウティ ビンチョー サビーン（私は図書室と

教室と家で勉強します）。 

3) b. ワンネー トショシツトゥカ キョーシツンデー‘ウティ ビンチョー サビーン（私は図書室や

教室などで勉強します）。 

 

･練習 3･ 

1) スバ カマビタン。アンシ、チャンプルーン カマビタン。（そばを食べました。そしてチャンプルーも

食べました） 

2) オーシロサノー チャービタン。アンシ フィジャサヌン チャービタン。（大城さんは来ました。そし

て、比嘉さんも来ました） 

3) グキロ ハーエー サビタン。アンシ ビール ヌマビタン。（5 キロ走りました。そしてビールを飲み

ました） 

4) グジニ ウキヤビタン。アンシ ムヌ カマビタン。（5時に起きました。そしてご飯を食べました） 

5) ムヌ カマビタン。アンシ ガッコーンカイ イチャビタン。（ご飯を食べました。そして学校に行きま

した） 

 

･練習 4･ 

1) エンピツッシ ティガミ カチャビーン（鉛筆で手紙を書きます）。 
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2) ハサンッシ カビ チヤビーン（ハサミで紙を切ります）。 

3) グラスッシ サキ ヌマビーン（グラスで酒を飲みます）。 

4) スマホッシ メール ウクイビーン（スマホでメールを送ります）。 

 

･練習 5･ 

1) a. コンシューヤ イチュナサイビーティー。―‘ウー‘ウー、コンシューヤ アンスカ イチュナコ

ー ネーイビランタン。（今週は忙しかったですか―いいえ、今週はあまり忙しくなかったです） 

1) b. センシューヤ イチュナサイビーティー。―ウー、センシューヤ イッぺー イチュナサイビー

タン。（先週は忙しかったですか―はい、今週はとても忙しかったです） 

2) a. チヌーヌ パーティーヤ ウムッサイビーティー。―ウー、チヌーヌ パーティーヤ イッぺー 

ウムッサイビータン。（昨日のパーティーは面白かったですか―はい、昨日のパーティーはとても

面白かったです） 

2) b. チヌーヌ テレベー ウムッサイビーティー。―‘ウー‘ウー、チヌーヌ テレベー アンスカ 

ウムッコー ネーイビランタン。（昨日のテレビは面白かったですか―いいえ、昨日のテレビはあま

り面白くなかったです） 

3) a. クトゥシヌ ナチヌ ヤシメー ナガサイビーミ。―‘ウー‘ウー、クトゥシヌ ナチヌ ヤシメー 

アンスカ ナガコー ネーイビラン。（今年の夏休みは長いですか―いいえ、今年の夏休みは

あまり長くないです） 

3) b. クジュヌ ナチヌ ヤシメー ナガサイビーティー。―ウー、クジュヌ ナチヌ ヤシメー イッ

ぺー ナガサイビータン。（去年の夏休みは長かったですか―はい、去年の夏休みはとても長か

ったです） 
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・第 6 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.63～） 

･練習 1･ 

1-1. 

1) スマートフォノー マーンカイ アイビーガ。―イスヌ シチャンカイ アイビーン。（スマートフォン

はどこにありますか―イスの下にあります） 

2) シャツォー マーンカイ アイビーガ。―タナヌ ナーカンカイ アイビーン。（シャツはどこにありま

すか―棚の中にあります） 

3) マヤーヤ マーンカイ ‘ウイビーガ。―ヤーヌ ウィーンカイ ‘ウイビーン。（猫はどこにいます

か―家の上にいます） 

4) ナーコー マーンカイ アイビーガ。―ウチナーヌ フェーンカイ アイビーン。（宮古はどこにあり

ますか―沖縄の南にあります） 

5) コンビネー マーンカイ アイビーガ。―ダイガクヌ メーンカイ アイビーン。（コンビニはどこにあ

りますか―大学の前にあります） 

6) ワー カバノー マーンカイ アイビーガ。―イスヌ ウィーンカイ アイビーン。（私のカバンはど

こにありますか―イスの上にあります） 

1-2. 

1) チヌー インヌ ヤーヌ クシンカイ ‘ウイビータン（昨日犬が家の後ろにいました）。 

2) センシュー ウフォークヌ シートゥヌ キョーシツヌ ナーカンカイ ‘ウイビータン（先週多くの

学生が教室の中にいました）。 

3) ‘ンカシ ナーダカサル シンシーガ ウヌ ダイガクンカイ ‘ウイビータン（昔有名な先生がそ

の大学にいました）。 

4) キッサ マギサル マヤーヌ クルマヌ シチャンカイ ‘ウイビータン（さっき大きい猫が車の下

にいました）。 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) キョーシツンカエー シートー ‘ウイビラン（教室には学生はいません）。 

2) サイフンカエー ジンヌ ネーイビラン（財布にはお金がありません）。 

3) インヌ ヤーンカエー インヌ ‘ウイビラン（犬小屋には犬がいません）。 

2-2. 

1) キョーシツンカイ シートゥヌ イクタイ ‘ウイビーガ。―ミッチャイ ‘ウイビーン。（教室に学生

が何人いますか―三人います） 

2) スイソーンカイ キンギョヌ ナンビチ ‘ウイビーガ。―サンピチ ‘ウイビーン。（水槽に金魚が
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何匹いますか―3匹います） 

3) ギンコーンカイ ジンヌ チャッサ アイビーガ。―イチマンエン アイビーン。（銀行にお金がい

くらありますか―1万円あります） 

4) レーゾーコンカイ ビールヌ ナンボン アイビーガ。―サンボン アイビーン。（冷蔵庫にビール

が何本ありますか―三本あります） 

 

･練習 3･ 

1) チューヤ ワー（ガ） サキ ヌマビーン（今日は私が酒を飲みます）。 

2) ツクエヌ ウィーンカイ ボールペン（ヌ） アイビーン（机の上にボールペンがあります）。 

3) ター（ガ） クマンカイ チャービーガ（誰がここに来ますか）。 

4) アマンカイ ッチュ（ヌ） ウフォーク ‘ウイビーン（あそこには人がたくさんいます）。 

5) ヤーヌ フカンカイ イン（ヌ） ‘ウイビーン（家の外に犬がいます）。 

 

･練習 4･ 

[解答例] 

1) ウー、ワンネー メーアサ ムヌ カマビーン（はい、私は毎朝ご飯を食べます）。 

2) ウー、ワー シュメー ゲーム ヤイビーン（はい、私の趣味はゲームです）。 

3) ウー、センシュー トーキョーンカイ イチャビタン（はい、先週東京に行きました）。 

4) ウー、ワンネー コンビニ‘ウティ カミムン コーイビーン（はい、私はコンビニで食べ物を買いま

す）。 

 

･練習 5･ 

1) マジュン ウチナーンカイ イチャビラニ。―ウー。（一緒に沖縄に行きませんか―はい） 

2) マジュン アサバン カマビラニ。―ウー。（一緒に昼ご飯を食べませんか―はい） 

3) マジュン サーフィン サビラニ。―ウー。（一緒にサーフィンをしませんか―はい） 

4) マジュン ウチナーシバイ ‘ンージャビラニ。―ウー。（一緒に沖縄芝居を観ませんか―はい） 
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・第 7 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.71～） 

･練習 1･ 

1-1. a. ユタサル（良い）  b. シダサル（涼しい）  c. ヤッサル（安い）  d. フィクサル（低い）  

e. トゥーサル（遠い）  f. ナガサル（長い）  g. インチャサル（短い）  h. ニーサル（遅い）  i. 

フェーサル（早い）  j. マーサル（おいしい） 

1-2. 

1) イチュナサル ッチュ（忙しい人） 

2) ウムッサル マンガ（面白いマンガ） 

3) イッペー マーサル スバ（とても美味しい沖縄そば） 

4) ムチカサル モンダイ（難しい問題） 

5) イッペー マギサル イン（とても大きい犬） 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) タカサル ヤマ ヤイビーン（高い山です）。 

2) マーサル カミムン ヤイビーン（美味しい食べ物です）。 

3) アチサル シチ ヤイビーン（暑い季節です）。 

4) ムチカサル ガクモン ヤイビーン（難しい学問です）。 

2-2. [解答例] 

1) ソーラーサル シンシー ヤイビーン（すばらしい先生です）。 

2) ッチュヌ ウフサル トゥクル ヤイビーン（人が多いところです）。 

3) イッペー クーサル ヤー ヤイビーン（とても小さい家です）。 

 

･練習 3･ 

1) アチク ナイビタン（暑くなりました）。 

2) サッカーヌ センシュ ナイビタン（サッカーの選手になりました）。 

3) アマク ナイビタン（甘くなりました）。 

4) バレリーナ ナイビタン（バレリーナになりました）。 

5) タカク ナイビタン（高くなりました）。 

 

･練習 4･ 

1) ナチヌ ヤシメー ナー ハジマイビティー。―‘ウー‘ウー、マーダ ヤイビーン。（夏休みはもう

始まりましたか―いいえ、まだです） 
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2) チュラウミスイゾッカヌンカエー ナー イチャビティー。―‘ウー‘ウー、マーダ ヤイビーン。

（美ら海水族館にはもう行きましたか―いいえ、まだです） 

3) ユーバノー ナー カマビティー。―ウー、ナー カマビタン。（夕ご飯は食べましたか―はい、もう

食べました） 

4) チラー ナー アライビティー。―ウー、ナー アライビタン。（顔はもう洗いましたか―はい、もう洗

いました） 

 

･練習 5･ 

1) チューシャジョーンカエー クルマー イチダイン アイビラン（駐車場には車は一台もありませ

ん）。 

2) サイフヌ ナーカンカエー ジノー イチエヌン アイビラン（財布の中にはお金は一円もありませ

ん）。 

3) ラジオタイソーンカエー ッチョー チュイン ‘ウイビラン（ラジオ体操には人は一人もいません）。 

 

･練習 6･ 

1) ワンネー ナーファンカイドゥ イチャビール（私は那覇に（こそ）行くのです）。 

2) ウヌ マヤーヌドゥ ウェンチュ トゥイビタル（この猫が（こそ）ネズミを捕ったのです）。 

3) ウヌ スバヤー‘ウティドゥ スバ カマビール（このそば屋で（こそ）沖縄そばを食べるのです）。 

4) ヤンバルンカエー クルマカラドゥ イチャビール（山原には車で（こそ）行くのです）。 

5) ‘イキガウットゥヌ クヮーシドゥ カマビタル（弟がお菓子を（こそ）食べたのです）。 
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・第 8 課・ 

練習問題 （本冊 p.79～） 

･練習 1･ 

a. ヌムン（飲む）  b. ウィージュン（泳ぐ）  c. カチュン  d. ニンジュン（寝る）  e. ヌブイン

（登る）  f. チューン（来る）  g. トゥブン（飛ぶ）  h. ‘ンージュン（見る）  i. ‘イーン（座る）  

j. イーン（入る）  k. スン（する）  l. カンジュン（被る）  m. ウリーン（降りる）  n. ンジーン

（出る） 

 

･練習 2･ 

1) セイジカ ナインディチ ヤイビーン（政治家になるつもりです）。 

2) オーサカンカイ イチュンディチ ヤイビーン（大阪に行くつもりです）。 

3) デーヌ タカサル カバン コーインディチ ヤイビーン（高いカバンを買うつもりです）。 

4) チムジュラサル ッチュトゥ ニービチ スンディチ ヤイビーン（心のきれいな人と結婚するつもり

です）。 

 

･練習 3･ 

1) チョキンバコヌ ナーカンカイ ヌーガナ アイビーミ。―‘ウー‘ウー、ヌーン ネーイビラン。

（貯金箱の中に何かありますか―いいえ、何もありません） 

2) サラヌ ウィーンカイ ヌーガナ アイビーミ。―‘ウー‘ウー、ヌーン ネーイビラン。（皿の上に

何かありますか―いいえ、何もありません） 

3) カクイヌ ナーカンカイ ヌーガナ ‘ウイビーミ。―‘ウー‘ウー、ヌーン ‘ウイビラン。（檻の中に

何かいますか―いいえ、何もいません） 

4) ヌーガナ ユマビーミ。―‘ウー‘ウー、ヌーン ユマビラン。（何か読みますか―いいえ、何も読

みません） 

5) ヌーガナ カマビーミ。―‘ウー‘ウー、ヌーン カマビラン。（何か食べますか―いいえ、何も食べ

ません） 

6) ヌーガナ ヌマビーミ。―‘ウー‘ウー、ヌーン ヌマビラン。（何か飲みますか―いいえ、何も飲み

ません） 

 

･練習 4･ 

1) イッペー アチサクトゥ エアコン チキヤビーン（とても暑いのでエアコンをつけます）。 

2) フィーサクトゥ マドゥ ミチヤビーン（寒いので窓を閉めます）。 

3) ジンムチェー アイビランクトゥ ヤッサル チン コーイビーン（金持ちではないので安い服を買

います）。 

4) クネーダヌ ニチヨーベー イチュナサイビータクトゥ マーン イチャビランタン（この間の日曜
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日は忙しかったのでどこにも行きませんでした）。 

5) ダイガクシー ヤイビークトゥ メーニチ ビンチョー サビーン（学生なので毎日勉強します）。 

6) ワンネー ウミハマティ ビンチョー サビタクトゥ ヒャクテン トゥイビタン（私は頑張って勉強し

たので 100点を取りました）。 

 

･練習 5･ 

[解答例] 

1) タナカサノー チューヤ ガッコーンカイ イチャビタンナー。―ウー、イチャビタン。（田中さんは

今日は学校に行きましたか―はい、行きました） 

2) クトゥシェー ウチナーンカイ イチャビーンナー。―‘ウー‘ウー、クトゥシェー ウチナーンカイ 

イチャビラン。（今年は沖縄に行きますか―いいえ、今年は沖縄に行きません） 

3) タナカサノー チヌー サキ ヌマビタンナー。―‘ウー‘ウー、ヌマビランタン。（田中さんは昨日

酒を飲みましたか―いいえ、飲みませんでした） 

4) タナカサノー ダイガクシー ヤイビーンナー。―‘ウー‘ウー、ダイガクシーヤ アイビラン。（田

中さんは大学生ですか―いいえ、大学生ではありません） 

 

･練習 6･ 

1) ヤマダサノー タナカサントゥ ニービチ サビーン（山田さんは田中さんと結婚します）。 

2) マエハラサノー アラカチサントゥ オーエー サビーン（真栄原さんは新垣さんと喧嘩します）。 

3) サトーサノー トゥジトゥ ワカリヤビーン（佐藤さんは妻と別れます）。 

4) イギリソー フランストゥ イクサ サビーン（イギリスはフランスと戦争します）。 
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・第 9 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.87～） 

･練習 1･ 

a. ユムル  b. ニンジュル  c. ウィージュル  d. チュール  e. トゥブル  f. ‘ンージュル  

g. ‘イール  h. イール  i. スル  j. チール  k. ヤル 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) ヤマダサノー ユー ビンチョー スル ダイガクシー ヤイビーン（山田さんはよく勉強する大学

生です）。 

2) カレーライソー ユー カムル カミムン ヤイビーン（カレーライスはよく食べる食べ物です）。 

3) ハサノー カビ チール ドーグ ヤイビーン（ハサミは紙を切る道具です）。 

2-2. 

1) ハタラチュル トゥクル ヤイビーン（働く場所です）。 

2) ウタ ウタイル ッチュ ヤイビーン（歌を歌う人です）。 

3) イチムシヌ ウフォーク ‘ウル トゥクル ヤイビーン（生き物がたくさんいる場所です）。 

 

･練習 3･ 

1) サンジニ タルーガ チュール ハジ ヤイビーン（3時に太郎が来ると思います）。 

2) アチャーヤ アミヌ フイル ハジ ヤイビーン（明日は雨が降ると思います）。 

3) ライシュー ウチナーグチヌ ジュギョーヤ ヤシミヌ ハジ ヤイビーン（来週沖縄語の授業は

休みだと思います）。 

 

･練習 4･ 

1) ユスグニヌ クルマ ヤクトゥ、デーダカサル ハジ ヤイビーン（外国の車だから高いはずです）。 

2) アメリカ‘ウティ ビンチョー サクトゥ、エーゴ ハナスル ハジ ヤイビーン（アメリカで勉強した

ので英語を話すはずです）。 

3) マーダ ジューイチ ヤクトゥ、ショーガクセーヌ ハジ ヤイビーン（まだ 11 歳だから、小学生の

はずです）。 

 

･練習 5･ 

1) スズキサノー カイシャンカイ イチュンディ イヤビタン（鈴木さんは「会社に行く」と言いました）。 

2) アヌ ワラベー アガーンディ アビヤビタン（あの子供は「痛い」と叫びました）。 

3) ドゥシェー ワンニンカイ アサバン カマビラニンディ イヤビタン（友達は私に「昼ご飯を食べな
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いか」と言いました）。 

4) ガリレオー チキューヤ マルサンディ カンゲーイビタン（ガリレオは「地球は丸い」と考えました）。 

 

･練習 6･ 

1) ジンヌ ネーイビランクトゥ（お金がありませんから）。 

2) カイシャンカイ イチャビークトゥ（会社に行きますから）。 

3) ダイガクンカイ イール シキンヌ アイビークトゥ（大学に入る試験がありますから）。 

4) ウチナーンカイ イチャビタクトゥ（沖縄に行きましたから）。 

 

･練習 7･ 

1) チューヤ ‘イー ’ワーチチ ヤイビーサ（今日はいい天気ですよ）。 

2) タルーヤ シグ チャービーサ（太郎はすぐ来ますよ）。 

3) ウヌ スムチェー グマンエン ヤイビーサ（この本は５万円ですよ）。 

4) ワーガ チャンプルー チュクイビタサ（私がチャンプルーを作りましたよ）。 
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・第10 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.95～） 

･練習 1･ 

a. （飲みます）⇒ヌミ  b. （泳ぎます）⇒ウィージ  c. （書きます）⇒カチ  d. （寝ます）⇒ニンジ  

e. （吹きます）⇒フチ  f. （来ます）⇒チー  g. （飛びます）⇒トゥビ  h. （かかります）⇒カカイ  

i. （座ります）⇒‘イー  j. （入ります）⇒イー  k. （します）⇒シー  l. （出します）⇒ンジャシ  m. 

（登ります）⇒ヌブイ  n. （見ます）⇒‘ンージ  o. （切ります）⇒チー 

 

･練習 2･ 

1) ワンネー タブレット フサイビーン（私はタブレットが欲しいです）。 

2) シモジサノー ジン フサンディ イチョーイビーン（下地さんはお金が欲しいと言っています）。 

3) アラサノー サンシン フサンディ イチョーイビーン（新良さんは三線が欲しいと言っています）。 

 

･練習 3･ 

3-1. a. ヌミブサン（飲みたい）  b. ウィージブサン（泳ぎたい）  c. ウキブサン（起きたい）  d.

ニンジブサン（寝たい）  e. ナイブサン（なりたい）  f. チーブサン（来たい）  g. トゥビブサン

（飛びたい）  h. ‘ンージブサン（見たい）  i. ‘イーブサン（座りたい）  j. ヌジブサン（脱ぎたい）  

k. イーブサン（入りたい）  

3-2. 

1) ワンネー スムチ ユミブサイビーン（私は本が読みたいです）。 

2) ヤマダサノー ステーキ カミブサンディ イチョーイビーン（山田さんはステーキが食べたいと言

っています）。 

3) トナキサノー ギター フィチブサンディ イチョーイビーン（渡名喜さんはギターが弾きたいと言っ

ています）。 

4) ワンネー テレビ ‘ンージブサイビーン（私はテレビが見たいです）。 

5) キナサノー ニービチ シーブサンディ イチョーイビーン（喜納さんは結婚したいと言っています）。 

6) ワンネー ピアノ フィチブサイビーン（私はピアノを弾きたいです）。 

 

･練習 4･ 

[解答例] 

1) ウチナーンカイ イチブサイビーン（沖縄に行きたいです）。 

2) ゴーヤーチャンプルー／スバ カミブサイビーン（ゴーヤーチャンプルー／沖縄そばが食べたいで

す）。 

3) チュラサル／ジンムチヌ ッチュトゥ ニービチ シーブサイビーン（きれいな／お金持ちの人と
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結婚したいです）。 

4) トゥチー フサイビーン（時計が欲しいです） 

 

･練習 5･ 

1) ナカジョーサノー サーターアンダギージョーグー ヤイビーン（仲門さんはサーターアンダギー

が好きです）。 

2) オーシロサノー カレーライスジョーグー ヤイビーン（大城さんはカレーライスが好きです）。 

3) フィジャサノー ステーキジョーグー ヤイビーン（比嘉さんはステーキが好きです）。 

4) マエハラサノー サキジョーグー ヤイビーン（上原さんは酒が好きです）。 

 

･練習 6･ 

1) スズキサノー オンガク チチュシェー シチ ヤイビーン（鈴木さんは音楽を聴くのが好きです）。 

2) ワンネー サキ ヌムシェー シチ ヤイビーン（私は酒を飲むのが好きです）。 

3) トナキサノー サッカー スシェー シチ ヤイビーン（渡名喜さんはサッカーをするのが好きです）。 

4) ハラサノー ギター フィチュシェー シチ ヤイビーン（原さんはギターを弾くのが好きです）。 

 

･練習 7･ 

a. カミーネー（食べたら）  b. ウィージーネー（泳いだら）  c. カチーネー（書いたら）  d. ニン

ジーネー（寝たら）  e. カチーネー（勝ったら）  f. チーネー（来たら）  g. トゥビーネー（飛んだ

ら）  h. カカイネー（かかったら）  i. ユクイネー（休んだら）  j. イーネー（入ったら）  k. シー

ネー（したら）  l. ンジャシーネー（出したら）  m. ヌブイネー （登ったら）  n. ‘ンージーネー

（見たら）  o. ンジネー（出たら）  p. チーネー（切ったら） 

 

･練習 8･ 

[解答例] 

1) ヌクク ナイビーン／サクラヌ サチャビーン（暖かくなります／桜が咲きます）。 

2) デーダカサル ムヌ ウフォーク コーイビーン（値段の高いものをたくさん買います）。 

3) ハイサイ／ハイタインディ イヤビーン（こんにちはと言います）。 
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・第11 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.103～） 

･練習 1･ 

1-1. a. ヌマン（飲まない）（マ行）  b. ウィーガン（泳がない）（ガ行）  c. ニンダン（寝ない）（ダ

行）  d. （スーブ‘ウティ） カタン（（試合で）勝たない）（タ行）  e. クーン（来ない）（不規則）  f. 

トゥバン（飛ばない）（バ行）  g. ‘ンーダン（見ない）（ダ行）  h. ‘イラン（座らない）（ラ行）  i. 

イラン（言わない）（不規則）  j. イラン（入らない）（ラ行）  k. カンダン（被らない）（ダ行）  l. 

サン（しない）（不規則）  m. イカン（行かない）（不規則）  n.  （プール‘ウティ） ウカン（（プール

で）浮かない）（カ行）  o. タタン（立たない）（タ行） 

1-2. a. （マ行）⇒ヌムン（飲む）  b. （ガ行）⇒ウィージュン（泳ぐ）  c. （カ行）⇒カチュン（書く） 

d. （ダ行）⇒ニンジュン（寝る）  e. （タ行）⇒カチュン（勝つ）  f. （不規則）⇒チューン（来る）  

g. （バ行）⇒トゥブン（飛ぶ）  h. （ダ行）⇒‘ンージュン（見る）  i. （ラ行）⇒‘イーン（座る）  j. 

（不規則）⇒’ユン（言う）  k. （ダ行）⇒カンジュン（被る）  l. （不規則）⇒イチュン（行く）  m. 

（ラ行）⇒ウキーン（起きる） 

 

･練習 2･ 

[解答例] 

1) ビンチョー サンダレー ナイビラン（勉強しなければなりません）。 

2) シクチ サンダレー ナイビラン（仕事をしなければなりません）。 

3) シチジニ ウキランダレー ナイビラン（7時に起きなければなりません）。 

4) ヤシマンダレー ナイビラン（休まなければなりません）。 

 

･練習 3･ 

1) クヌ ティガミ ユマンケー（この手紙を読まないでね）。 

2) ワー クトゥ ワシリランケー（私のことを忘れないでね）。 

3) ウヌ クヮーシェー ウチャクヌ タミヌ ムヌ ヤクトゥ カマンケー（このお菓子はお客のためのも

のだから食べないでね）。 

4) ウレー テーシチナ ムヌ ヤクトゥ シティランケー（これは大切なものだから捨てないでね）。 

 

･練習 4･ 

1) チューシャジョーンカイ フェラーリヌ サンダイン アイビーン（駐車場にフェラーリが 3 台もあり

ます）。 

2) ヤマダサノー ックヮヌ ユッタイン ‘ウイビーン（山田さんは子供が 4人もいます）。 

3) ワー ジャシチンカイ パソコンヌ グダイン アイビーン（私の部屋にパソコンが5台もあります）。 
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4) ギンコーンカイ ジンヌ ゴジューマンエヌン アイビーン（銀行にお金が 50万円もあります）。 

5) アラカチサノー イユ サンピチン チヤビタン（新垣さんは魚を 3匹も釣りました）。 

6) オーシロサノー エーゴヌ スムチ ルクサツン ユマビタン（大城さんは英語の本を 6 冊も読み

ました）。 

7) フィジャサノー ムヌ ゴハイン カマビタン（比嘉さんはご飯を 5杯も食べました）。 

8) ナカジョーサノー グキロン ハーエー サビタン（仲門さんは 5キロも走りました）。 

 

･練習 5･ 

1) 「ハサミ」ヤ ウチナーグチッシ ハサンディ イヤビーン（「ハサミ」は沖縄語でハサンといいます）。 

2) スバー ヤマトゥグチッシ 「オキナワソバ」ンディ イヤビーン（スバは日本語で「沖縄そば」とい

います）。 

3) 「ミズ」ヤ ウチナーグチッシ ミジンディ イヤビーン（「水」は沖縄語でミジといいます）。 

 

･練習 6･ 

1) チューヌ パーティーンカエー ッチュヌ イクタイ チューガヤー（今日のパーティーには人が何

人来るかなぁ）。 

2) クンチチヌ ティマー チャッサ ヤガヤー（今月の給料はいくらかなぁ）。 

3) タルーヤ コンシューン ヒャクテン トゥイビタン。ディキヤー ヤイビーサヤー。（太郎は今週

も 100点を取りました。よくできる人だなぁ。） 
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・第12 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.111～） 

･練習 1･ 

a. （マ行）⇒クマリーン（履ける）  b. （ガ行）⇒ウィーガリーン（泳げる）  c. （カ行）⇒カカリーン

（書ける）  d. （ダ行）⇒ニンダリーン（寝られる）  e. （タ行）⇒カタリーン（勝てる）  f. (不規則) 

⇒クーラリーン（来られる）  g. （バ行）⇒トゥバリーン（飛べる）  h. （ダ行）⇒‘ンーダリーン（見

られる）  i. （ラ行）⇒‘イラリーン（座れる）  j. （不規則）⇒イラリーン（言える）  k. （ラ行）⇒イ

ラリーン（入れる）  l. （ダ行）⇒カンダリーン（被れる）  m. （不規則）⇒イカリーン（行ける）  n. 

（不規則）⇒ナイン（できる）  o. （ラ行）⇒キラリーン（蹴れる）  p. （ラ行）⇒チラリーン（切れる

／着られる）  q. （マ行）⇒ヤシマリーン（休める） 

 

･練習 2･ 

1) ‘ウー‘ウー、‘ンマー キンエン ヤクトゥ フカリヤビラン（いいえ、ここは禁煙なので吸えません）。 

2) ‘ウー‘ウー、ハナフィチ ヤクトゥ ナイビラン（いいえ、風邪なのでできません）。 

3) ‘ウー‘ウー、コクサイメンキョヌ ネーランクトゥ ナイビラン（いいえ、国際免許がないのでできま

せん）。 

 

･練習 3･ 

3-1. 

1) ウチナーグチ ナライル タミニ クタチチ ウチナーンカイ チャービタン（沖縄語を習うために

先月沖縄に来ました）。 

2) クルマ コーイル タミニ ジン タミヤビタン（車を買うためにお金を貯めました）。 

3) イサ ナイル タミニ イガクブンカイ イーンディチ ヤイビーン（医者になるために医学部に入

るつもりです）。 

4) ラフテー チュクイル タミニ シシ コーイビタン（ラフテー[豚の角煮]を作るために豚肉を買いま

した）。 

3-2. 

1) ッチュヌ タミニ ウミハマティ ハタラチブサイビーン（人のために一生懸命働きたいです）。 

2) ヤンメームンヌ タミニ カチューユー チュクイビーン（病人のために鰹汁を作ります）。 

3) センシュー ワラビンチャーヌ タミニ ‘イーヌ スムチ コーイビタン（先週子供たちのために絵

本を買いました）。 

 

･練習 4･ 

1) コーレーグス カキラングトゥ チャンプルー カマビーン（コーレーグスをかけないでチャンプルー
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を食べます）。 

2) カサ ムタングトゥ ガッコーンカイ イチャビタン（傘を持たないで学校に行きました）。 

3) シートベルト サングトゥ ウンテン サビタン（シートベルトをしないで運転しました）。 

4) サーター イリラングトゥ コーヒー ヌマビーン（砂糖を入れないでコーヒーを飲みました）。 

 

･練習 5･ 

1) ボストンサノー ガンチョー カキヤビーン（ボストンさんは眼鏡をかけます）。 

2) ミサキサノー ゲンカン‘ウティ クツ クマビーン（みさきさんは玄関で靴を履きます）。 

3) クニシサノー ネクタイ サビーン（小西さんはネクタイをします）。 

4) ‘イキガワラベー ズボン ハチャビーン（男の子はズボンを履きます）。 

5) マエハラサノー シャツ ヌジャビーン（真栄原さんはシャツを脱ぎます）。 

6) アラカチサノー ボーシ トゥイビーン（新垣さんは帽子を取ります）。 

 

･練習 6･ 

1) ターン イチャビランクトゥ ワーガ イチャビラ‘ウー（誰も行きませんから私が行きましょうね）。 

2) ハサンヌ ネーイビランクトゥ ハーッシ チヤビラ‘ウー（ハサミがないので歯で切りましょうね）。 

3) ユスヌ ッチュヌ イカンクトゥ ワッターガ イチャビラ‘ウー（ほかの人が行かないので私たちが

行きましょうね）。 

  

･練習 7･ 

1) クマンカイ シートゥヌチャーガ グジューニン ‘ウイビーン（ここに学生たちが 50人います）。 

2) ウットゥヌチャーヤ キッサ ヤーンカイ ケーイビタン（弟たちはさっき家に帰ってきました）。 

3) ワラビンチャーヤ ‘ンマ‘ウティ クヮーシ カマビタン（子供たちはここでお菓子を食べました）。 
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・第13 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.119～） 

･練習 1･ 

1-1. a. （マ行）⇒ヌディ（飲んで）  b. （サ行）⇒ハナチ（話して）  c. （カ行）⇒カチ（書いて）  

d. （ダ行）⇒ニンティ（寝て）  e. （カ行）⇒マッチ（待って）  f. （不規則）⇒ッチ（来て）  g. 

（バ行）⇒トゥディ（飛んで）  h. （ダ行）⇒‘ンーチ（見て）  i. （ラ行）⇒ウタティ（歌って）  j. （不

規則）⇒イチ（言って）  k. （サ行）⇒サチ（刺して）  l. （バ行）⇒アシディ（遊んで）  m. （不規

則）⇒ンジ（行って）  n. （ガ行）⇒ウィージ（泳いで）  o. （ラ行）⇒イッチ（入って）  p. （不規

則）⇒ッシ（して）  r. （カ行）⇒ウチ（浮いて） 

1-2. a. 眼鏡をかけて（カキーン）（ラ行）  b. 机の上に立って（タチュン）（タ行）  c. 人を待って

（マチュン）（タ行）  d. 子どもを起こして（ウクスン）（サ行）  e. 試合で勝って（カチュン）（タ行）  

f. ここに来て（チューン）（不規則）  g. 空を飛んで（トゥブン）（バ行）  h. 映画を見て（‘ンージュ

ン）（ダ行）  i. 顔を洗って（アライン）（ラ行）  j. 「痛い」と言って（ユン）（不規則）  k. 帽子をか

ぶって（カンジュン）（ダ行）  l. 東京に行って（イチュン）(不規則) 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) スムチ コーティ クィミソーレー（本を買ってください）。 

2) クマンカイ ッチ クィミソーレー（ここに来てください）。 

3) ナーファンカイ ンジ クィミソーレー（那覇に行ってください）。 

4) エーガ ‘ンーチ クィミソーレー（映画を見てください）。 

5) サバ クディ クィミソーレー（草履を履いてください）。 

6) ボーシ ハンティ クィミソーレー（帽子を脱いでください）。 

2-2. 

1) エンピツッシ カチ クィミソーレー（鉛筆で書いてください）。 

2) メンキョショー ミシティ クィミソーレー（免許証を見せてください）。 

3) シャシン トゥティ クィミソーレー（写真を撮ってください）。 

4) ドア ミチティ クィミソーレー（ドアを閉めてください）。 

 

･練習 3･ 

1) ウヌ スムチトゥ ウヌ スムチェー ‘イヌスムチ ヤイビーン（この本とこの本は同じ本です）。 

2) アヌ クルマトゥ アヌ クルマー ‘イヌクルマ ヤイビーン（あの車とあの車は同じ車です）。 

3) ウヌ ッチュトゥ ウヌ ッチョー ‘イヌッチュ ヤイビーン（この人とこの人は同じ人です）。 

4) アヌ コンビニトゥ アヌ コンビネー ‘イヌコンビニ ヤイビーン（あのコンビニとあのコンビニは同
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じコンビニです）。 

 

･練習 4･ 

1) 鶴ちゃん、本をとってください。 

2) 私の小犬は今犬小屋にいます。 

3) そばでもちょっと食べたいですね。 

 

･練習 5･ 

1) イッペー マーサイビータクトゥ ケーキ ムル カディ ネーイビラン（とてもおいしかったのでケー

キを全部食べてしまいました）。 

2) イッペー ‘ウタトータクトゥ ジュージカヌン ニンティ ネーイビラン（とても疲れていたので 10時

間も寝てしまいました）。 

3) イスジ ハーエー サビタシガ、バソー ナー ンジ ネーイビラン（急いで走りましたが、バスはも

う行ってしまいました）。 

4) チヌーヤ ドヨービ ヤイビータクトゥ、ゲーム ジュージカン ッシ ネーイビラン（昨日は土曜

日だったので、ゲームを 10時間してしまいました）。 

 

･練習 6･ 

1) シュクダイ ッシカラ ニンジャビーン（宿題をしてから寝ます）。 

2) シクチヌ ウワティカラ サキ ヌマビーン（仕事が終わってから酒を飲みます）。 

3) アメリカンカイ ンジカラ エーゴ ナライビーン（アメリカに行ってから英語を習います）。 

4) ギンコー‘ウティ ジン ンジャチカラ コーイムン サビーン（銀行でお金を出してから買い物をし

ます）。 
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・第14 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.128～） 

･練習 1･ 

1-1. a. ヌドーン（飲んでいる）  b. ワカチョーン（沸かしている）  c. カチョーン（書いている）  

d. カントーン（かぶっている）  e. カッチョーン（勝っている）  f. チョーン（来ている）  g. トゥド

ーン（飛んでいる）  h. ‘ンーチョーン（見ている）  i. アラトーン（洗っている）  j. イチョーン（言

っている）  k. ‘イチョーン（座っている）  l. カントーン（かぶっている）  m. ンジョーン（行ってい

る）  n. ウィージョーン（泳いでいる）  o. ソーン（している） 

1-2. 

1) ミサキヌ アヤーヤ ナマー ヌー ソーイビーガ。―チラ アラトーイビーン。（みさきの母親は

今何をしていますか―顔を洗っています） 

2) マヤーヤ ナマー ヌー ソーイビーガ。―ニントーイビーン。（猫は今何をしていますか―寝てい

ます） 

3) フィジャサノー ナマー ヌー ソーイビーガ。―パン カドーイビーン。（比嘉さんは今何をしてい

ますか―パンを食べています） 

4) ワラベー ナマー ヌー ソーイビーガ。―（スナバ‘ウティ） アシドーイビーン。（子どもは今何

をしていますか―（砂場で）遊んでいます） 

5) マエハラサノー ナマー ヌー ソーイビーガ。―テレビ ‘ンーチョーイビーン。（真栄原さんは

今何をしていますか―テレビを見ています） 

6) オーシロサノー ナマー ヌー ソーイビーガ。―ティガミ カチョーイビーン。（大城さんは今何

をしていますか―手紙を書いています） 

7) アラカチサノー ナマー ヌー ソーイビーガ。―ディンワ ソーイビーン。（新垣さんは今何をして

いますか―電話しています） 

8) ボストンサノー ナマー ヌー ソーイビーガ。―ボール キッチョーイビーン。（ボストンさんは今

何をしていますか―ボールを蹴っています） 

9) ミヤギサノー ナマー ヌー ソーイビーガ。―ハー アラトーイビーン。（宮城さんは今何をしてい

ますか―歯を磨いています） 

1-3. 

1) フィーヤ チャートーイビーン（火は消えています）。 

2) ウフカジェー ウチナーンカイ チョーイビーン（台風は沖縄に来ています）。 

3) デンセノー チリトーイビーン（電線は切れています）。 

4) オーシロサノー ナー ウチナーンカイ ケートーイビーン（大城さんはもう沖縄に帰っています）。 
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･練習 2･ 

2-1. 

1) ドヨービニ ウチナーンカイ ンジ、ドゥシトゥ イチャイビーン（土曜日に沖縄に行って友人と会

います）。 

2) チヌー トショカヌンカイ ンジ、スムチ ユマビタン（昨日図書館に行って本を読みました）。 

3) クジュ ウチナーンカイ ッチ、シクチ ソーイビタン（去年沖縄に来て仕事をしていました）。 

4) コーヒー イッティ、‘ンナッシ ヌマビタン（コーヒーを入れてみんなで飲みました）。 

2-2. 

1) ビンチョー ッシ、テレビ ‘ンーチ、ニンジャビーン（勉強して、テレビを見て、寝ます）。 

2) ドゥシトゥ イチャティ、（カフェ‘ウティ） ハナチ、ヤーンカイ ケーイビーン（友人と会って、（カフ

ェで）話して、家に帰ります）。 

3) ビール ヌディ、‘イーティ、タクシーカラ ケーイビーン（ビールを飲んで、酔って、タクシーで帰りま

す）。 

2-3. 

1) イスンカイ ‘イチ ビンチョー サビーン（椅子に座って勉強します）。 

2) ガンチョー カキティ スムチ ユマビーン（眼鏡をかけて本を読みます）。 

3) パソコン チカティ ドゥシトゥ ハナサビーン（パソコンを使って友人と話します）。 

4) タッチ スバ カマビーン（立って蕎麦を食べます）。 

 

･練習 3･ 

1) セーター チチ クィミソーレー（セーターを着てください）。 

2) ‘ンマ チッチ クィミソーレー（ここを切ってください）。 

3) ‘ンマンカイ ‘イチ クィミソーレー（そこに座ってください）。 

4) サーター イッティ クィミソーレー（砂糖を入れてください）。 

 

･練習 4･ 

1) [解答例] ワンネー フィッチーナカイ ミケーン ムヌ カマビーン（私は 1日に 3回ご飯を食べま

す）。 

2) ユニンナカイ チュケーン アイビーン（4年に 1回あります）。 

3) [解答例] ワンネー ナママディ グケーン ユスグニンカイ イチャビタン（私は今まで５回外国

に行きました）。 

 

･練習 5･ 

1) シンジュコー (タカサル) ビルヌ マンドーイビーン（新宿は[高い]ビルが多いです）。 

2) ニュージーランドー ヒツジヌ マンドーイビーン（ニュージーランドは羊が多いです）。 

3) ウヌ シマー ッチュヌ イキラサイビーン（この島は人が少ないです）。 
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4) クヌ メーヌ ボーナソー イチマンエンサツヌ ウフサイビータン（この前のボーナスは一万円札

が多かったです）。 
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・第15 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.137～） 

･練習 1･ 

a. ヌダン（マ行）（飲んだ）  b. ウィージャン（ガ行）（泳いだ）  c. マッチャン（タ行）（待った）  

d. ニンタン（タ行）（寝た）  e. ウチナチャン（サ行）（終わらせた）  f. チャン（不規則）（来た）  

g. アシダン（バ行）（遊んだ）  h. ユダン（バ行）（呼んだ）  i. ‘イチャン（ラ行）（座った）  j. イ

チャン（不規則）（言った）  k. サン（不規則）（した）  l. カメータン（ラ行）（探した）  m. カタジ

キタン（ラ行）（片づけた）  n. ワチャン（カ行）（湧いた）  o. ヤシダン（マ行）（休んだ） 

 

･練習 2･ 

2-1. [解答例] 

1) ワンネー オニポー カダル クトゥヌ アイビーン（私はオニポーを食べたことがあリます）。 

2) ワンネー タバク フチャル クトー ネーイビラン（私はタバコを吸ったことがありません）。 

3) ワンネー ビール ヌダル クトゥヌ アイビーン（私はビールを飲んだことがあります）。 

4) ワンネー オモロソーシ ユダル クトー ネーイビラン（私は「おもろさうし」を読んだことがありませ

ん）。 

2-2. [解答例] 

1) ウー、イクケーヌン アイビーン（はい、何回もあります）。 

2) ‘ウー‘ウー、チュケーヌン ネーイビラン（いいえ、1回もありません）。 

3) ウー、ミケーン アイビーン（はい、3回あります）。 

 

･練習 3･ 

1) コップヌ ウティギサイビーン（コップが落ちそうです）。 

2) アミヌ フイギサイビーン（雨が降りそうです）。 

3) キーヌ トゥーリギサイビーン（木が倒れそうです）。 

4) ナダヌ ンジギサイビーン（涙が出そうです）。 

 

･練習 4･ 

1) アヌ ワラベー フィーギサイビーン（あの子どもは寒そうです）。 

2) アヌ スシェー マーサギサイビーン（あの寿司はおいしそうです）。 

3) アヌ ‘イキガー サビッギサイビーン（あの男性はさびしそうです）。 

4) アヌ チノー デーダカギサイビーン（あの服は高そうです）。 
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･練習 5･ 

5-1. a. ユドーラ（読んでいるかな）  b. イスジュラ（急ぐかな）  c. アライラ（洗うかな）  d. ニ

ンタラ（寝たかな）  e. アッチュラ（歩くかな）  f. チョーラ（来ているかな）  g. トゥドーラ（飛んで

いるかな）  h. ユバラ（呼ばないかな）  i. ‘イチャラ（座ったかな）  j.  ‘ウドゥトーラ（踊っている

かな）  k. マガトーラ（曲がっているかな） 

5-2. 

1) ナマー スズキサノー ウチナーンカイガ ‘ウラ（今鈴木さんは沖縄にいるかな）。 

2) アチャ タルーガ ‘ンマンカイガ チューラ（明日太郎がここに来るかな）。 

3) ジルーガ クマ‘ウティガ タバク フチャラ（次郎がここでタバコを吸ったかな）。 

4) チルグヮーガガ ティガミ ユダラ（鶴ちゃんが手紙を読んだかな）。 

 

･練習 6･ 

6-1. 

1) ユデー ‘ウラン（読んでいない）  2) ハナチェー ‘ウラン（話していない）  3) カチェー ‘ウ

ラン（書いていない）  4) ウィージェー ‘ウラン（泳いでいない）  5) カッチェー ‘ウラン（勝って

いない）  6) ニンテー ‘ウラン（寝ていない）  7) アシデー ‘ウラン（遊んでいない） 

6-2. 

1) ‘ウー‘ウー、マーダ ウチナチェー ‘ウイビラン（いいえ、まだ終わらせていません）。 

2) ‘ウー‘ウー、マーダ ユデー ‘ウイビラン（いいえ、まだ読んでいません）。 

3) ‘ウー‘ウー、マーダ ケーテー ‘ウイビラン（いいえ、まだ帰っていません）。 

 

･練習 7･ 

7-1. a. カディ ‘ンージュン（食べてみる）  b. ヌディ ‘ンージュン（飲んでみる）  c. ッシ ‘ン

ージュン（してみる）  d. （ウタ） チチ ‘ンージュン（（歌を）聞いてみる）  e. アッチ ‘ンージュン

（歩いてみる）  f. トゥディ ‘ンージュン（飛んでみる）  g. ‘ウドゥティ ‘ンージュン（踊ってみる）  

h. アラティ ‘ンージュン（洗ってみる）  i. ンジ ‘ンージュン（行ってみる）  j. ‘ンーチ ‘ンージ

ュン（見てみる）  k. ッチ ‘ンージュン（来てみる） 

7-2. 1) トゥディ ‘ンーチャン  2) ウィージ ‘ンージブサン  3) チュクティ ‘ンージュガ  

4) ンジ ‘ンーダンタン  5) チチェー ‘ンーダン 

7-3. [解答例] 

1) アメリカンカイ ンジ ‘ンージブサイビーン（アメリカに行ってみたいです）。 

2) クヮーシ ウフォーク コーティ ‘ンージブサイビーン（お菓子をたくさん買ってみたいです）。 

3) キャビア カディ ‘ンージブサイビーン（キャビアを食べてみたいです）。 
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・第16 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.145～） 

･練習 1･ 

1-1. a. カダイ ヌダイ（食べたり飲んだり）  b. イラーチャイ ケーチャイ（貸したり返したり）  c. 

カチャイ ユダイ（書いたり読んだり）  d. チキタイ チャータイ（つけたり消したり）  e. ンジャイ チ

ャイ（行ったり来たり）  f. ンジタイ イッチャイ（出たり入ったり）  g. ニンタイ ウキタイ（寝たり起き

たり）  h. チチャイ ヌジャイ（着たり脱いだり）  i. マギサタイ グマサタイ（大きかったり小さかった

り）  j. ‘イキガ ヤタイ ‘イナグ ヤタイ（男性だったり女性だったり）  k. ンジャチャイ イッタイ

（出したり入れたり）  l. ナガサタイ インチャサタイ（長かったり短かったり） 

1-2. 

1) ヤー‘ウティ テレビ ‘ンーチャイ ラジオ チチャイ サビーン（家でテレビを見たりラジオを聴い

たりします）。 

2) パーティー‘ウティ ムヌ カダイ サキ ヌダイ サビーン（パーティーで食事したり酒を飲んだりし

ます）。 

3) ニンタイ ウキタイ サビーン（寝たり起きたりします）。 

4) タッチャイ ‘イチャイ サビーン（立ったり座ったりします）。 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) クヮーシ カディン シマビーミ。―ウー、シマビーンドー。（お菓子を食べてもいいですか―はい、

いいですよ） 

2) ‘ンマ‘ウティ タバク フチン シマビーミ。―‘ウー‘ウー、‘ンマ‘ウティ タバク フチェー ナ

イビラン。（ここでタバコを吸ってもいいですか―いいえ、ここでタバコを吸ってはいけません） 

3) ナー ケーティン シマビーミ。―ウー、シマビーンドー。（もう帰ってもいいですか―はい、いいで

すよ） 

4) デンシャヌ ナーカ‘ウティ スマホッシ ハナチン シマビーミ。―‘ウー‘ウー、デンシャヌ ナ

ーカ‘ウティ スマホッシ ハナチェー ナイビラン。（電車の中でスマホで話してもいいですか―い

いえ、電車の中でスマホで話してはいけません） 

5) シケン‘ウティ ユスタニンヌ コタエ ‘ンーチン シマビーミ。―‘ウー‘ウー、シケン‘ウティ 

ユスタニンヌ コタエ ‘ンーチェー ナイビラン。（試験で他人の答えを見てもいいですか―いいえ、

試験で他人の答えを見てはいけません） 

6) ウンテンメンキョ ムッチェー ‘ウラン ッチョー クルマ ウンテン ッシン シマビーミ。―‘ウ

ー‘ウー、ウンテンメンキョ ムッチェー ‘ウラン ッチョー クルマ ウンテン ッシェー ナイビ

ラン。（運転免許を持っていない人は車を運転してもいいですか―いいえ、運転免許を持っていない
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人は車を運転してはいけません） 

7) ユスグニカラヌ シートー アルバイト ッシン シマビーミ。―ウー、ウフィグヮー ヤラー シ

マビーンドー。（外国からの学生はアルバイトしてもいいですか―はい、少しならいいですよ） 

8) ニホン‘ウテー ジュールクヌ ‘イナゴー ニービチ ッシン シマビーミ。―ウー、ウヤヌ ユ

ルセー シマビーンドー。（日本では 16歳の女性は結婚してもいいですか―はい、親が許せばいい

ですよ） 

2-2. 

1) ビョーイヌンカイ イカンティン ユタサイビーン（病院に行かなくてもいいです）。 

2) ベントー コーランティン ユタサイビーン（弁当を買わなくてもいいです）。 

3) ナマー ムヌ カマンティン ユタサイビーン（今はご飯を食べなくてもいいです）。 

4) クスイ ヌマンティン ユタサイビーン（薬を飲まなくてもいいです）。 

 

･練習 3･ 

3-1. a. チュクリ、チュクレー（ラ行）（作れ）  b. トゥビ、トゥベー（バ行）（飛べ）  c. ンジャシ、

ンジャセー（サ行）（出せ）  d. タヌシミ、タヌシメー（マ行）（楽しめ）  e. マティ、マテー（タ行）

（待って）  f. カメーリ、カメーレー（ラ行）（探せ）  g. イチャリ、イチャレー（ラ行）（会え）  h. 

‘ンーディ、‘ンーデー（ダ行）（見ろ）  i. （チン） チリ、チレー（ラ行）（（服を）着ろ）  j. シー、セ

ー（不規則）（しろ）  k. イリ、イレー（不規則）（言え）  l. クーヨー、クーワ（不規則）（来い）  m. 

‘イリ、‘イレー（ラ行）（座れ）  n. ヌギ、ヌゲー（ガ行）（脱げ）  o. カンディ、カンデー（ダ行）（か

ぶれ） 

3-2. 

1) ユレーヌ アクトゥ、マーサムン コーティ クーヨー（寄り合いがあるから、美味しいものを買って来

なさいね）。 

2) ハナフィチ ナタクトゥ、クスイ ヌミヨー（風邪を引いたから、薬を飲みなさいね）。 

3) アチャ シキンヌ アクトゥ、ビンチョー シーヨー（明日試験があるから、勉強しなさいね） 
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・第17 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.153～） 

･練習 1･ 

1-1. a. ヌブイユースン（登れる）  b. アギユースン（揚げられる）  c. ンジャシユースン（出せ

る）  d. ハナシユースン（話せる）  e. カチユースン（書ける）  f. ムチユースン（持てる）  g. 

チカイユースン（使える）  h. ‘ンージユースン（見られる）  i. （チン） チーユースン（（服を）着ら

れる）  j. シーユースン（できる）  k. イーユースン（言える）  l. チーユースン（来られる） 

1-2. [解答例] 

1) ワンネー ヤマトゥグチトゥ エーゴ ハナシユーサビーン（私は日本語と英語を話せます）。 

2) ニジューゴメートルグレー ウィージユーサビーン（25 メートルくらい泳げます）。 

3) ウー、ヌミユーサビーン（はい、飲めます）。 

 

･練習 2･ 

1) ヤマダサノー メーヤ サキ ユー ヌマビタシガ、クヌグル ヌマン ナイビタン（山田さんは、

以前はお酒をよく飲んでいましたが、この頃飲まなくなりました）。 

2) ミヤギサノー メーヤ ジュギョー マルケーティ ヤシマビランタシガ、クヌグル ヤシムル 

グトゥ ナイビタン（ミヤギさんは、以前はめったに授業を休みませんでしたが、この頃休むようになりま

した）。 

3) クリマデー ウチナーグチ ハナシユーサビランタシガ、クヌグル ピリンパラン ハナシユース

ル グトゥ ナイビタン（これまで沖縄語を話せませんでしたが、この頃ペラペラ話せるようになりまし

た）。 

 

･練習 3･ 

1) ウチナーンカイ ンジャル バス、チュラウミ‘ウティ ウィージブサイビーン（沖縄に行ったとき、

きれいな海で泳ぎたいです）。 

2) ニンジュル バソー、ハー アライビーン（寝るときは、歯を磨きます）。 

3) ‘ウタトール バス、アマサル ムヌ カミブシク ナイビーン（疲れているとき、甘いものを食べたく

なります）。 

 

･練習 4･ 

1) ミヤギサノー チカナトータル イングヮーヌ シジ、（ナチカサ） ソーン（ミヤギさんは飼っていた

犬が死んで悲しんでいる）。 

2) ヤマダサノー ックヮ ナチ、メーニチ （ウッサ） ソーイビタン（山田さんは子どもを産んで毎日

嬉しそうです）。 
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3) チカグルヌ ッチョー ムヌ （アタラサ） ソーイビラン。ヌー ヤティン シグ シティ ネーラン

（最近の人は物を大切にしません。何でもすぐ捨ててしまう）。 

4) ヤマダサノー ‘イナグングヮビケーンドゥ （カナサ） ソール（山田さんは娘ばかりかわいがって

いる）。 

 

･練習 5･ 

1) ワラベー アラカチサンカラ ‘イーリムン ‘イヤビーン（子どもは新垣さんからおもちゃをもらいま

す）。 

2) マエハラサノー アラカチサヌンカイ サキ クィヤビーン（真栄原さんは新垣さんにお酒をあげま

す）。 

3) ナカジョーサノー アヤーカラ ジン ‘イヤビーン（仲門さんは母親からお金をもらいます）。 

4) シンシーヤ シートゥンカイ スムチ クィヤビーン（先生は学生に本をあげます）。 

 

･練習 6･ 

1) ミッカッシ ユマビタン（3日で読みました）。 

2) サンプンッシ チュクラリヤビーン（3分で作れます）。 

3) サンニングレーッシ ハナシユースル グトゥ ナイビタン（3年ぐらいで話せるようになりました）。 
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・第18 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.160～） 

･練習 1･ 

1-1. 

1) ヒコーキヌ マドゥカラ シマヌ ミヤビーン（飛行機の窓から島が見えます）。 

2) ヤーヌ フカカラ ムシヌ クィーヌ チカリヤビーン（家の外から虫の声が聞こえます）。 

3) ヤマヌ ウィーカラ マチヌ アカイヌ ミヤビーン（山の上から街の灯りが見えます）。 

4) トゥナイヌ ジャシチカラ バイオリンヌ ウトゥヌ チカリヤビーン（隣の部屋からバイオリンの音

が聞こえます）。 

1-2. [解答例] 

1) ワッター ジャシチカラ コーエンヌ ミヤビーン（私の部屋から公園が見えます）。 

2) サンサラーヌ クィーヌ チカリヤビーン（蝉の声が聞こえます）。 

3) フジサンヌ ミヤビーン（富士山が見えます）。 

 

･練習 2･ 

2-1. a. チチュン／チキーン（付く／付ける）  b. チワミーン／（チワマイン）（決める／決まる）  

c. （ノーイン）／ノースン（治る／治す）  d. （ンジーン）／ンジャスン（出る／出す）  e. ナラブ

ン／（ナラビーン）（並ぶ／並べる）  f. ハジマイン／（ハジミーン）（始まる／始める）  g. タマイ

ン／（タミーン）（貯まる／貯める）  h. （メーイン）／メースン（燃える／燃やす）  i. シーン／シラ

スン（知る／知らせる）  j. スダチュン／（スダティーン）（育つ／育てる）  k. （トゥマイン）／トゥ

ミーン（止める／止まる）  l. ウキーン／（ウクスン）（起きる／起こす） 

2-2. 

1) ケーサツカンヌ クルマ トゥミーン（警察官が車を止める）。 

2) サーターアンダギーヌ アガイン（サーターアンダギーが揚がる）。 

3) スマホヌ ポケットンカイ イーン（スマホがポケットに入る）。 

4) ッチュヌ ポケットンカイ スマホ イリーン（人がポケットにスマホを入れる）。 

5) ワラビヌ ウキーン（子どもが起きる）。 

6) マチヤヌ ッチュヌ マドゥ ミチーン（店の人が窓を閉める）。 

7) アヤーヌ ワラビ ウクスン（母が子どもを起こす）。 

8) アヤーヌ テンプラ アギーン（母が天ぷらを揚げる）。 

 

･練習 3･ 

3-1. 

1) スバヤー‘ウティ スバ カディ チャービーン（そば屋でそばを食べてきます）。 
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2) アヌ エーガカン‘ウティ エーガ ‘ンーチ チャービーン（あの映画館で映画を見てきます）。 

3) スポーツクラブ‘ウティ ハーエー ッシ イチャビーン（スポーツクラブで走っていきます）。 

3-2. 

1) シートゥヌ キョーシツカラ ンジティ チャービタン（学生が教室から出てきました）。 

2) シートゥヌ キョーシツンカイ イッチ イチャビタン（学生が教室に入っていきました）。 

3) タルーガ フカンカイ ンジティ イチャビタン（太郎が外に出て行きました）。 

4) ッチュヌチャーガ ビルヌ ナーカカラ フィンギティ チャービタン（人たちがビルの中から逃げて

きました）。 

 

･練習 4･ 

4-1. 1) チチガチー（聞きながら）  2) ヌミガチー（飲みながら）  3) アッチガチー（歩きながら） 

4) シーガチー、サガチー（しながら）  5) ‘ンージガチー（見ながら）  6) カンゲーガチー（考え

ながら）  7) ハーエー シーガチー（走りながら） 

4-2. 

1) ムヌ カミガチー アッチョーン（食べ物を食べながら歩いている）。 

2) スマホッシ ハナシガチー ウンテン ソーン（スマホで話しながら運転している） 

3) クヮーシ カミガチー ユンタク ソーン（お菓子を食べながらしゃべっている）。 

4) アッチガチー スマホ チカトーン（歩きながらスマホを使っている）。 

 

･練習 5･ 

1) ヤーンカイ ケーイシェー マシ ヤイビーン（家に帰ったほうがいいです）。 

2) メーニチ ハーエー スシェー マシ ヤイビーン（毎日走ったほうがいいです）。 

3) ジン チカランシェー マシ ヤイビーン（お金を使わないほうがいいです）。 

 

･練習 6･ 

6-1. 1) チカイグリサン（使いにくい）  2) アッチヤッサン（歩きやすい）  3) ヌミグリサン（飲み

にくい）  4) ヤンジヤッサン（壊しやすい）  5) カミグリサン（食べにくい）  6) ヌジグリサン（脱

ぎにくい）  7) クミヤッサン（履きやすい） 

6-2. 

1) アヌ ハンバーガーヤ イッペー マギサクトゥ、クチヌ マギサル ッチュ ヤティン （カミグリ

サン）（このハンバーガーはとても大きいので口の大きな人でも食べにくい）。 

2) アヌ インピチェー （カチグリサ）クトゥ、チーニ チカラン（あの鉛筆は書きにくいのでめったに使

わない）。 

3) ウヌ サケー イッペー （ヌミヤッサ）クトゥ、サンゴービン サンボヌン ヌディ ネーラン （こ

のお酒はとても飲みやすいので 3合瓶を 3本も飲んでしまった）。 

4) アヌ フター （アキグリサ）クトゥ、‘イキガ ヤティン アキララン（あの蓋は開けにくいので男でも
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開けられない）。 
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・第19 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.169～） 

･練習 1･ 

1) テレビによると、来週台風が来るんだってさ。 

2) 比嘉さんが言ったけど、太郎はヤマトに行くんだって。 

3) ラジオで聞きましたが、ヤマトで大地震があったそうです。 

4) 来年税金が高くなります。 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) タイトゥ ウチナートー マーガ アチサイビーガ。―ウチナーヤカ タイヌ アチサイビーン。（タ

イと沖縄ではどちらが暑いですか―沖縄よりタイのほうが暑いです） 

2) バイオリントゥ チェロトー ヌーヌ マギサイビーガ。―バイオリンヤカ チェロヌ マギサイビ

ーン。（バイオリンとチェロではどちらが大きいですか―バイオリンよりチェロのほうが大きいです） 

3) ロシアトゥ カナダトー マーガ フィルサイビーガ。―カナダヤカ ロシアガ フィルサイビーン。

（ロシアとカナダではどちらが広いですか―カナダよりロシアのほうが広いです） 

4) ウチナートゥ ヤマトゥトー マーヌ サクラヌ フェーク サチャビーガ。―ヤマトゥヤカ ウチナ

ーガ サクラヌ フェーク サチャビーン。（沖縄とヤマトではどちらが桜が早く咲きますか―ヤマトよ

り沖縄のほうが桜が早く咲きます） 

5) ステーキトゥ スバトー ヌーヌ デーダカサイビーガ。―スバヤカ ステーキヌ デーダカサイ

ビーン（ステーキと沖縄そばではどちらが高いですか―沖縄そばよりステーキのほうが高いです） 

2-2. 

1) ナーファヤカ トーキョーガ ッチュヌ マンドーイビーン（那覇より東京のほうが人が多いです）。 

2) バスヤカ ヒコーキヌ タカサイビーン（バスより飛行機のほうが高いです）。 

3) ナーファヤカ ヨコハマガ ッチュヌ マンドーイビーン（那覇より横浜の方が人が多いです）。 

4) [解答例] パンヤカ ウブンヌ シチ ヤイビーン（パンよりご飯の方が好きです）。 

5) [解答例] シクチヤカ シュミヌ テーシチ ヤイビーン（仕事より趣味のほうが大切です）。 

 

･練習 3･ 

1) ‘ウー‘ウー、ジューグヮチヌ トーキョーヤ ナーファアタエー アチコー ネーイビラン。（10 月

の東京は那覇と同じくらい暑いですか―いいえ、10月の東京は那覇ほど暑くはありません） 

2) ‘ウー‘ウー、ヤマトゥヌ ウメー ウチナーヌ ウミアタエー チュラコー ネーイビラン。（ヤマト

の海は沖縄の海と同じくらい美しいですか―いいえ、ヤマトの海は沖縄の海ほどは美しくありません） 

3) ‘ウー‘ウー、トヨタヌ クルマー ベンツアタエー デーダカコー ネーイビラン。（トヨタの車はベ
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ンツと同じくらい高価ですか―いいえ、トヨタの車はベンツほど高価ではありません） 

4) [解答例] ‘ウー‘ウー、ワンネー マラソンヌ センシュアタエー ナガコー ハーエー シーユ

ーサビラン（○○さんはマラソンの選手と同じくらい長く走れますか―いいえ、私はマラソンの選手ほ

ど長く走れません）。 

 

･練習 4･ 

1) フィジャサノー ヤーンカイ ‘ウランネー スンヤー（電気が消えているよ。比嘉さんは家にいな

いみたいだね）。 

2) マーガナ‘ウティ カレーライス チュクトーンネー スンヤー（良い匂いがするよ。どこかでカレー

ライスを作っているみたいだね）。 

3) マチヤヌ ミチャインネー スンヤー（お店の人が掃除している。店が閉まるみたいだね）。 

4) スバジョーグー ヤンネー スンヤー（比嘉さんは昨日も沖縄そば屋に行ったよ。そば好きみたいだ

ね）。 

 

･練習 5･ 

5-1. a. ヌムタン（飲みヨッタ）  b. アビータン（叫びヨッタ）  c. （ティガミ） カチュタン（（手紙を）

書きヨッタ）  d. カンジュタン（かぶりヨッタ）  e. （イスカラ） タチュタン（（椅子から）立ちヨッタ）  

f. チュータン（来ヨッタ）  g. イチュタン（行きヨッタ）  h. ユブタン（呼びヨッタ）  i. ワカスタン

（沸かしヨッタ）  j. （ジン） ‘イータン（（お金を）もらいヨッタ）  k. スタン（しヨッタ）  l. ユムタン

（読みヨッタ）  m. ハーエー ッシ イチュタン（走って行きヨッタ）  n. ヌスムタン（盗みヨッタ） 

5-2. 

1) ヤマダサン ‘ンージャビランティー。―スターバックス‘ウティ コーヒー ヌマビータンドー。 

2) シートゥ：シンシー。 シンシー：ヌーガ。 シートゥ：ヤマダクンガ ガッコーカラ ンジヤビータ

ンドー。 

3) アイ、クマンカイ ケーキヌ ネーイビランティー。―キッサ ヤマダサンガ カマビータンドー。 
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・第20 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.177～） 

･練習 1･ 

a. （ダ行）⇒ニントーチュン（寝ておく）  b. （ガ行）⇒ヌジョーチュン（脱いでおく）  c. （ラ行）⇒

アギトーチュン（揚げておく）  d. （マ行）⇒ヌドーチュン（飲んでおく）  e. （サ行）⇒ンジャチョー

チュン（出しておく）  f. （ラ行）⇒（カビ） チッチョーチュン（（紙を）切っておく）  g. （タ行）⇒ウッチョ

ーチュン（打っておく）  h. （ラ行）⇒（イスンカイ） ‘イチョーチュン（（椅子に）座っておく）  i. （不規

則）⇒イチョーチュン（言っておく）  j. （不規則）⇒ソーチュン（しておく）  k. （ダ行）⇒カントーチュ

ン（かぶっておく）  l. （ラ行）⇒イットーチュン（入れておく）  m. （ダ行）⇒‘ンーチョーチュン（見て

おく） 

 

･練習 2･ 

2-1. 

1) ドゥシヌ チュークトゥ ホーチカチ ソーチャビーン（友人が来るので掃除をしておきます）。 

2) チャンプルー チュクイクトゥ トーフトゥカ ゴーヤーンデー コートーチャビーン（チャンプルー

を作るので豆腐やゴーヤーなどを買っておきます）。 

3) パーティーヌ タミニ イルイルヌ カミムン チュクトーチャビーン（パーティーのためにいろいろ

な食べ物を作っておきます）。 

4) タビヌ タミニ スーツケース シコーイ ソーチャビーン（旅のためにスーツケースを準備しておき

ます）。 

2-2. 

1) アラトーティ クィミソーレー（洗っておいてください）。 

2) チリシティンカイ シティトーティ クィミソーレー（ごみ捨て場に捨てておいてください）。 

3) サイフンカイ イットーティ クィミソーレー（財布に入れてください）。 

 

･練習 3･ 

3-1. a. ユミーガ（読みに）  b. ウィージーガ（泳ぎに）  c. ダチーガ（抱きに）  d. ニンジー

ガ（寝に）  e. タチーガ（立ちに）  f. ンジャシーガ（出しに）  g. チュクイガ（作りに）  h. アシ

ビーガ（遊びに）  i. イーガ（言いに）  j. シーガ（しに）  k. カンジーガ（かぶりに）  l. ‘ンージ

ーガ（見に） 

3-2. 

1) ビジュツカヌンカイ チュラサル ‘イー ‘ンージーガ イチュン（美術館に美しい絵を見に行く）。 

2) ウミンカイ イユ トゥイガ ンジャン（海に魚を捕りに行った）。 

3) サンエーンカイ コーイムン シーガ チューン（サンエーに買い物をしに来る）。 
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･練習 4･ 

4-1. a. マチュラ（待つか）  b. トゥブラ（飛ぶか）  c. （ティガミ） カチュラ（（手紙を）書くか）  

d. ヌジュラ（脱ぐか）  e. ハナスラ（話すか）  f. チューラ（来るか）  g. ナイラ（なるか）  h. 

フイラ（降るか） 

4-2. 

1) アヌ ッチョー ターガ ヤラ シッチョーミ（あの人が誰だか知っているか）。 

2) ニジリメーガ カムラ サンドイッチガ カムラ チワミララン（おにぎりを食べるかサンドイッチを食

べるか決められない）。 

3) タルーガ イチガ チューラ ワカイビラン（太郎がいつ来るかわかりません）。 

 

･練習 5･ 

5-1. 

1) ナーファ ヤイビーン。（沖縄で一番人が多いところはどこですか―那覇です） 

2) ロシア ヤイビーン。（世界の中で一番広い国はどこですか―ロシアです） 

3) ドイツ ヤイビーン。（ヨーロッパで一番人が多い国はどこですか―ドイツです） 

5-2. 

1) [解答例] タナカサンガ イッチン フドゥヌ タカサイビーン（田中さんが一番背が高いです）。 

2) バチカンヌ イッチン イバサイビーン（バチカンが一番狭いです）。 

3) [解答例] ゲーム スシェー イッチン シチ ヤイビーン（ゲームをするのが一番好きです）。 

 

･練習 6･ 

1) ワービケーン シッチョーイビーン（私だけが知っています）。 

2) ウエマサノー クヌグロー スバビケーン カドーイビーン（上間さんは最近沖縄そばばかり食べて

います）。 

3) ナークビケーヌンカイ イチャビーン（宮古にだけ行きます）。 

 

･練習 7･ 

1) チューヤ プール‘ウティ ウィージー。（今日プールで泳いだ？） 

2) センシューヤ ティマ ‘イーティー。（先週給料をもらった？） 

3) クジョー ユスグニンカイ ンジー。（去年外国に行った？） 

4) チヌーヤ ターガ チャーガ。（昨日誰が来たの？） 

5) チヌーヌ ユーバノー ヌー カダガ。（昨日の夕ご飯は何を食べたの？） 
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・第21 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.185～） 

･練習 1･ 

1-1. a. （マ行）⇒‘ウガメー（拝めば）  b. （ガ行）⇒ウィーゲー（泳げば）  c. （カ行）⇒フィケー

（弾けば）  d. （ダ行）⇒ニンデー（寝れば）  e. （ダ行）⇒スダテー（育てば）  f. （不規則）⇒イ

ケー（行けば）  g. （バ行）⇒ナラベー（並べば）  h. （バ行）⇒ユベー（呼べば）  i. （ラ行）⇒タ

マレー（貯まれば）  j. （不規則）⇒’ヤレー（言えば）  k. （不規則）⇒セー（すれば）  l. （ダ行）

⇒‘ンーデー（見れば）  m. （ラ行）⇒ミグレー（回れば） 

1-2. 

1) サキ ヌメー、チラヌ アカク ナイビーン（お酒を飲めば顔が赤くなります）。 

2) アキ ナレー、キーヌ ファーヌ イルヌ カワイビーン（秋になれば木の葉の色が変わります）。 

3) クスイ ヌメー、ハナフィチヌ ノーイビーン（薬を飲めば風邪が治ります）。 

4) ガンチョー カキレー、ユー ミール グトゥ ナイビーン（眼鏡をかければよく見えるようになります）。 

1-3. 

1) クスイ ヌマンダレー、ハナフィチェー ノーイビラン（薬を飲まなければ風邪は治りません）。 

2) ユー ニンダンダレー、チブロー ハタラチャビラン（よく寝なければ頭が働きません）。 

3) ジンヌ ネーランダレー、カミムノー コーラリヤビラン（お金がなければ食べ物を買えません）。 

4) パンヌ ネーランダレー、クヮーシ カムシェー マシ ヤイビーン（パンがなければお菓子を食べ

ればいいです）。 

 

･練習 2･ 

2-1. 1) カイシャイン ヤレー（会社員なら）  2) ウフサレー（多ければ）  3) マギコー ネーラ

ンダレー（大きくなければ）  4) カラサレー（辛ければ）  5) ンジャコー ネーランダレー（苦くなけ

れば）  6) ジョートゥーヤ アランダレー（よくなければ） 

2-2. 

1) シートゥ ヤレー ビンチョー サンダレー ナイビラン（学生なら勉強しなければなりません）。 

2) カラサレー カマビラン（辛ければ食べません）。 

3) ジンムチェー アランダレー、ジン ンジャサンティン シマビーン（お金持ちでなければお金を出

さなくてもいいです）。 

4) ヤッコー ネーランダレー コーラリヤビラン（安くなければ買えません）。 

5) マーコー ネーランダレー ウヌ カミムン カマビラン（おいしくなければこの食べ物を食べませ

ん）。 
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･練習 3･ 

3-1. a. （ラ行）⇒トゥーティン（通っても）  b. （ダ行）⇒カンティン（被っても）  c. （ラ行）⇒クィテ

ィン（あげても）  d. （ガ行）⇒イスジン（急いでも）  e. （サ行）⇒ウチナチン（終わらせても）  f. 

（不規則）⇒ンジン（行っても）  g. （ラ行）⇒ヌブティン（登っても）  h. （サ行）⇒ンジャチン（出し

ても）  i. （ラ行）⇒（ジン） ‘イーティン（（お金を）もらっても）  j. （不規則）⇒イチン（言っても）  k. 

（不規則）⇒ッシン（しても）  l. （ダ行）⇒‘ンーチン（見ても） 

3-2. a. ウムッサティン（面白くても）  b. マギコー ネーランティン（大きくなくても）  c. シンシー 

ヤティン（先生でも）  d. ジョートゥーヤ アランティン（よくなくても）  e. アチサティン（暑くても） 

3-3. 

1) ジンヌ ネーランティン タビンカイ イチャビーン（お金がなくても旅に行きます）。 

2) ビンチョー ッシン セーセキヌ アガリヤビラン（勉強しても成績が上がりません）。 

3) フィル カディン ガンジューヤ ナイビラン（ニンニクを食べても元気になりません）。 

4) ジン ウフォーク ムッチン シヤワシェー アイビラン（お金をたくさん持っても幸せではありませ

ん）。 

 

･練習 4･ 

4-1. 

1) シバイサーヌ グトール ‘イナグ ヤイビーン（俳優[役者]のような女性です）。 

2) ハチャーヌ グトール ガマク ヤイビーン（蜂のような腰です）。 

3) ボクサーヌ グトール ‘イキガ ヤイビーン（ボクサーのような男性です）。 

4-2. 

1) ワラビンチャーヌ クィーヌ サビーンヤー。オーエー ソール グトーイビーン（子供たちの声が

聞こえますね。けんかをしているようです）。 

2) イフーナ アジ サビーンヤー。サータートゥ マース バッペータル グトーイビーン（変な味が

しますね。砂糖と塩を間違えたようです）。 

3) クルマヌ ウトゥヌ チカリヤビーンヤー。タルーガ チャル グトーイビーン（車の音が聞こえま

すね。太郎が来たようです）。 

 

･練習 5･ 

1) スタジアム‘ウティ ヤキューヌ スーブヌ アイビーン（スタジアムで野球の試合があります）。 

2) キョーシツ‘ウティ シキンヌ アイビーン（教室で試験があります）。 

3) チューヤ ガッコー‘ウティ ウンドーカイヌ アイビーン（今日は学校で運動会があります）。 

4) チヌーヤ クヌ ジャシチ‘ウティ パーティーヌ アイビタン（昨日はこの部屋でパーティーがあり

ました）。 
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・第22 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.193～） 

･練習 1･ 

1-1. a. （ラ行）⇒チュクラリーン（作られる）  b. （ダ行）⇒カンダリーン（かぶられる）  c. カカリ

ーン（書かれる）  d. （マ行）⇒ユマリーン（読まれる）  e. （サ行）⇒クルサリーン（殺される）  f. 

（ラ行）⇒スグラリーン（殴られる）  g. （マ行）⇒ヌマリーン（飲まれる）  h. （バ行）⇒ユバリーン

（呼ばれる）  i. （ラ行）⇒トゥラリーン（取られる）  j. （不規則）⇒イラリーン（言われる）  k. （不

規則）⇒サリーン（される）  l. （ラ行）⇒フミラリーン（褒められる） 

1-2. 

1) ワンネー シャチョーンカイ ユバリーン（私は社長に呼ばれる）。 

2) ワンネー アヤーンカイ メーアサ ルクジニ ウクサリーン（私は母に毎朝 6時に起こされる）。 

3) ワンネー ケーサツカヌンカイ ナー チカリーン（私は警察官に名前を聞かれる）。 

4) ワンネー ヤッチーンカイ ヌラーリーン（私は兄に叱られる）。 

5) ウグシコー ウスガナシーメーンカイ タティラリヤビタン（首里城は琉球王に建てられました）。 

6) ワンネー アヤーンカイ トゥチドゥチ コーイムン タヌマリヤビーン（私はときどき母に買い物を

頼まれます）。 

 

･練習 2･ 

1) イヌンカイ アビラッタン（犬に吠えられた）。 

2) シンシーンカイ フミラッタン（先生に褒められた）。 

3) ドゥシンカイ テスト ‘ンーダッタン（友人にテストを見られた）。 

4) アヤーンカイ マンガ シティラッタン（母にマンガを捨てられた）。 

 

･練習 3･ 

3-1. 

1) ケーキ ターチ カムシェー イッペー ウッサル クトゥ ヤイビーン（ケーキを 2 つ食べるのはと

ても嬉しいことです）。 

2) ヤシガ ケーキ トゥー カムシェー イッペー クリサル クトゥ ヤイビーン（しかし、ケーキを 10

個食べるのはとても苦しいことです）。 

3) イチチ イチュシェー イチデージナ クトゥ ヤイビーン（生きていくのは大変なことです）。 

4） ッチュ カナサ スシェー テーシチナ クトゥ ヤイビーン（人を愛するのは大切なことです）。 

3-2. [解答例] 

1) ウー、インターネット ‘ンージュシェー シチ ヤイビーン（はい、インターネットを見るのは好きで

す）。 
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2) ウー、マーサムン カミーガ イチュシェー シチ ヤイビーン（美味しいものを食べに行くのは好き

です）。 

3) オンガク チチュシェー シチ ヤイビーン（音楽を聴くのが好きです）。 

 

･練習 4･ 

1) こんなにたくさん食べられません。―それでは、食べられるだけ食べてください。 

2) 今日の宿題はこれだけですか。 

3) こんにちは。名前は山田です。ふるさとは千葉県です。去年も沖縄に来ました。ギター

を弾くのが好きです。以上です。 

 

･練習 5･ 

5-1. 

1) ヤマダサノー シンシー ヤラヤー。―イー、シンシー ヤサ。（山田さんは先生だよね―うん、先

生だよ） 

2) アラカチサノー フドゥヌ タカサラヤー。―イー、タカサンヤー。（新垣さんは背が高いよね―う

ん、高いね） 

3) フィジャサノー ウィージユースラヤー。イー、ウィージユースサ。（比嘉さんは泳げるよね。―うん、

泳げるよ） 

5-2. 

1) ウヌ マンガー ウムッサラヤー。―ウー、ウムッサンヤー。（このマンガはおもしろいよね―うん、

おもしろいね） 

2) ワー ジャシチ フィルサラヤー。―ウー、フィルサンヤー。（私の部屋広いでしょう―うん、広い

ね） 

3) イファ フユーヤ ナーダカサル ガクシャ ヤラヤー。―ウー、ナーダカサル ガクシャ ヤサ。

（伊波普猷は有名な学者だよね―うん、有名な学者だよ） 

 

･練習 6･ 

1) ウファミサーニ ヤーヌ ナガサッタン。 

2) フィーサーニ ヤーヌ ヤキタン。 

3) ユキサーニ デンシャヌ トゥマタン。 

 

･練習 7･ 

7-1. 1) イーシジーン（言いすぎる）  2) ハーエー シシジーン（走りすぎる）  3) アシビシジー

ン（遊びすぎる）  4) ハタラチシジーン（働きすぎる）  5) ニンジシジーン（寝すぎる）  6) ヌミシ

ジーン（飲みすぎる） 
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7-2. 

1) タバコを吸いすぎるのは体に悪い。 

2) たまには休憩は必要だが、休みすぎるのはよくありません。 

3) 私が言いすぎました。許してください。 

4) この間食べ放題で食べすぎてしまった。 
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・第23 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.201～） 

･練習 1･ 

1-1. a. ハライラー（払うなら）  b. イスジュラー（急ぐなら）  c. （ティガミ） カチュラー（（手紙を）

書くなら）  d. ‘ンージュラー（見るなら）  e. スグイラー（殴るなら）  f. イチュラー（行くなら）  

g. アシブラー（遊ぶなら）  h. フミーラー（褒めるなら）  i. クダミーラー（踏むなら）  j. ’ユラ

ー（言うなら）  k. スラー（するなら）  l. （チン） チラー（（服を）着るなら）  m. カンジュラー（か

ぶるなら）  n. ’ユラー（言うなら）  o. ‘ンージュラー（見るなら）  p. チューラー（来るなら） 

1-2. 

1) ナーファンカイ イチュラー マチグヮーンカイ イチュシェー マシ ヤイビーン（那覇に行くなら

市場に行くといいです）。 

2) ウチナーグチ ナライラー クヌ スムチ チカリヨー（沖縄語を学ぶならこの本を使いなよ）。 

3) ポークタマグウニジリ カムラー アヌ マチヤーヌ マーサイビーサ（ポークたまごおにぎりを食べ

るならあのお店がおいしいですよ）。 

4) チュラウミスイゾクカヌカイ イチュラー ゴジューハチゴーセンカラ イチュシェー マシ ヤイ

ビーン（美ら海水族館に行くなら国道 58号線を通って行くといいです）。 

 

･練習 2･ 

1) インドネシアー ニンジュー (アチサン) （インドネシアは一年中暑い）。 

2) アヌ ッチョー ニンジュー (イチュナサン)ンディ イチョーイビーン（あの人は一年中忙しいと言

っている）。 

3) タルーヤ ビンチョーヌ シチ ヤン。フィッチー (ビンチョービケーンドゥ ソール) （太郎は勉

強が好きだ。一日中勉強ばかりしている）。 

4) アヌ マチヤグヮーヤ フィッチー (ッチュヌ ウフサン) （あの商店は一日中人が多い）。 

 

･練習 3･ 

1) ウヌ ッチョー (フェーク) ウィージユーサビーン（あの人は速く泳げます）。 

2) バッペーヤ (イキラク) サンダレー ナイビラン（間違いは少なくしなければなりません）。 

3) アヌ ワラベー フドゥヌ (タカク) ナイビタン（あの子は背が高くなりました）。 

4) ビヨーシンディ イシェー ‘イナグヌ カラジ (チュラク) スル ッチュ ヤン（美容師というのは

女性の髪の毛をきれいにする人だ）。 

 

･練習 4･ 

[解答例] 



 

50 

 

1) ワー ックヮヌチャーヤ トーキョートゥカ （オーサカ）ヌ グトール マギサル マチガタ‘ウティ 

クラシガタ ソーイビーン（私の子供たちは東京や大阪のような大きい町で暮らしています）。 

2) ナツメソーセキトゥカ （ダザイオサム）ヌ グトール ナーダカサル ムヌカチャー ナイブサイ

ビーン（夏目漱石や太宰治のような有名な作家になりたいです）。 

3) ステーキトゥカ （フォアグラ）ヌ グトール マーサムン カミーガ イチャビラ（ステーキやフォア

グラのようなおいしいものを食べに行きましょう）。 

 

･練習 5･ 

1) フィッチー ヌーン カマランタクトゥ、ユーバノー ウフォーク （カメーヤー）ンディ ウムトーイ

ビーン（一日中何も食べなかったので夕ご飯をたくさん食べようと思っています）。 

2) シケンヌ ウワタクトゥ、ウフォーク （アシベーヤー）ンディ ウムトーイビーン（試験が終わった

ので、たくさん遊ぼうと思っています）。 

3) ボーナスヌ ンジタクトゥ、クルマ （コーレーヤー）ンディ ウムトーイビーン（ボーナスが出たの

で、車を買おうと思っています）。 

4) ‘ンカシェー クラシガタヌ クリサタクトゥ、（シネーヤー）ンディ ウムタル クトゥン アタン（昔

は生活が苦しくて、死のうと思ったこともあった）。 

 

･練習 6･ 

1) ワッターン ウチナーグチ ナライビチー ヤン（私たちも沖縄語を習うべきだ）。 

2) ガンジュー ナイル タミニ メーニチ アッチビチー ヤン（元気になるために毎日歩くべきだ）。 

3) ッチュヌ ウフォーク ‘ウル トゥクル‘ウテー タバク フチビチーヤ アラン（人がたくさんいると

ころでタバコを吸うべきではない）。 

4) ジュケンセーヤ ウミハマティ ビンチョー シービチー ヤン（受験生は一生懸命勉強するべき

だ）。 

 

  



 

51 

 

・第24 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.209～） 

･練習 1･ 

1-1. a. （マ行）⇒タヌシマスン、タヌシマシミーン（楽しませる）  b. （ダ行）⇒カンダスン、カンダ

シミーン（被らせる）  c. （タ行）⇒（スーブ‘ウティ） カタスン、カタシミーン（（試合で）勝たせる）  

d. （マ行）⇒カマスン、カマシミーン（食べさせる）  e. （サ行）⇒クルサシミーン（殺させる）  f. 

（ナ行）⇒シナスン、シナシミーン（死なせる）  g. （バ行）⇒ナラバスン、ナラバシミーン（並ばせる）  

h. （ラ行）⇒トゥラスン、トゥラシミーン（取らせる）  i. （不規則）⇒イーラスン、イーラシミーン（言

わせる）  j. （不規則）シミーン（させる）  k. （ラ行）⇒‘イラスン、‘イラシミーン（座らせる）  l. 

（不規則）⇒クーラスン、クーラシミーン（来させる）  m. （マ行）⇒ユマスン、ユマシミーン（読ませ

る）  n. （バ行）⇒トゥバスン、トゥバシミーン（飛ばせる）  o. （バ行）⇒アシバスン、アシバシミ

ーン（遊ばせる）  p. （サ行）⇒ンジャサシミーン（出させる） 

1-2. 

1) ウットー ヤッチーンカイ コーヒー イリラサビーン／イリラシミヤビーン（弟は兄にコーヒーを淹

れさせます）。 

2) シンシーヤ シートゥンカイ スムチ ユマサビーン／ユマシミヤビーン（先生は生徒に本を読ま

せます）。 

3) トゥジェー ‘ウトゥンカイ ジン ムッチ クーラサビーン／クーラシミヤビーン（妻は夫にお金を

持って来させます）。 

4) アヤーヤ ックヮヌチャーンカイ ストゥミティムン カマチョーン／カマシミトーン（母親は子ども

に朝ご飯を食べさせている）。 

 

･練習 2･ 

1) アヤーヤ ックヮンカイ メーニチ ハチジカヌン ビンチョー （シミーン） （母親は子どもに毎日

8時間も勉強させる）。 

2) トゥジェー ‘ウトゥンカイ シチ ヤル サキ （ヌマシミタン） （妻は夫に好きなお酒を飲ませた）。 

3) アヌ カイシャー ッチュヌチャー フィッチーナカイ ジューニジカヌン （ハタラカスル） ヤナ

カイシャ ヤン（あの会社は人を一日 12時間も働かせる悪い会社だ）。 

4) アヤーヤ ックヮ コーエン‘ウティ （アシバシミタン） （母親は子どもを公選で遊ばせた）。 

 

･練習 3･ 

1) タルーガ カマリールグトゥ チャンプルー チュクイビラ（太郎が食べられるようにチャンプルーを

作りましょう）。 

2) ムシバ ナラングトゥ カディカラ ハー アラレー（虫歯にならないように食べてから歯を磨きなさ
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い）。 

3) ワラビンチャーガ カマラングトゥ タカサル トゥクルンカイ ウキヨー（子どもたちが食べられな

いように高いところに置きなさい）。 

4) ヒコーキンカイ ヌイウクリラングトゥ ホテルヌ フロントンカイ タルドータン（飛行機に乗り遅

れないようにホテルのフロントに頼んでいた）。 

 

･練習 4･ 

1) （‘イー）スムチ ユメー、ソーイラー ナラリヤビーン（いい本を読めば賢い人になれます）。 

2) アヌ ‘イナゴー （チュラ）ジン チチョーイビーンヤー（あの女性はきれいな服を着ていますね）。 

3) チューヤ ウンドーカイ ヤシガ、（ヤナ）’ワーチチ ヤイビーンヤー（今日は運動会だが、天気

が悪いですね。 

4) デーダカサル （ミー）ムン ヤクトゥ、テーシチニ シヨー（値段の高い新品だから大切にしてね）。 

 

･練習 5･ 

5-1. a. カマーニ（食べて）  b. カンジャーニ（かぶって）  c. ニンジャーニ（寝て）  d. ユマー

ニ（読んで）  e. クルサーニ（殺して）  f. シナーニ（死んで）  g. トゥバーニ（飛んで）  h. ユ

バーニ（呼んで）  i. トゥヤーニ（取って）  j. ’ヤーニ（言って）  k. サーニ（して）  l. ‘イヤー

ニ（座って／もらって）  m. チャーニ（来て）  n. フミヤーニ（褒めて） 

5-2. 

1) フィジャサノー ラーメン カマーニ コーヒー ヌマビタン（比嘉さんはラーメンを食べてコーヒーを

飲みました）。 

2) ナカジョーサノー ビンチョー サーニ ニンジャビタン（仲門さんは勉強して寝ました）。 

3) アラカチサノー ギター フィチャーニ ウタ ウタトーイビーン（新垣さんはギターを弾いて歌を歌

っています）。 

4) ナカジョーサノー イスンカイ ‘イヤーニ スムチ ユドーイビーン（仲門さんはイスに座って本を

読んでいます）。 
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・第25 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.217～） 

･練習 1･ 

1-1. a. （マ行）⇒ヌデーン（飲んだようだ）  b. （カ行）⇒フチェーン（吹いたようだ）  c. （ラ行）⇒

フテーン（降ったようだ）  d. （ダ行）⇒ニンテーン（寝たようだ）  e. （タ行）⇒タッチェーン（立った

ようだ）  f. （ラ行）⇒ケーテーン（帰ったようだ）  g. （バ行）⇒ユデーン（呼んだようだ）  h. （ラ行）

⇒‘イチェーン（座ったようだ）  i. （ラ行）⇒（チン） チチェーン（（服を）着たようだ）  j. （不規則）⇒

イチェーン（言ったようだ）  k. （不規則）⇒セーン（したようだ）  l. （ダ行）⇒カンテーン（かぶったよ

うだ）  m. （不規則）⇒ンジェーン（行ったようだ） 

1-2. 

1) ヌーガナ ‘イークトゥヌ アテーサヤー（何か良いことがあったみたいだね）。 

2) ミチ バッぺー セーサヤー（道を間違えたみたいだね）。 

3) ナマ フェートール ハナフィチ カカテーサヤー（今流行っている風邪をひいたみたいだね）。 

4) マエハラサンガ カデーサヤー（真栄原さんが食べたみたいだね）。 

 

･練習 2･ 

1) インターネットッシ カメーティ ‘ンーダ（インターネットで調べてみよう）。 

2) ビヤホールンカイ ンジ ビール ヌマ（ビヤホールに行ってビールを飲もう）。 

3) エアコン チキラ（エアコンをつけよう）。 

 

･練習 3･ 

1) マルケーテー スムチン ユマニ／ユマンナー（たまには本でも読まないか！）。 

2) ウヌ クヮーシ クィラニ／クィランナー（このお菓子くれない？）。 

 

･練習 4･ 

1) チューヤ ‘ウタトール ムンヌ フェーク ニンジュンディチ ヤイビーン（今日は疲れたので早く

寝るつもりです）。 

2) デーダカサル ムンヌ クヌ シナムノー ユー ウリヤビーン（高いのにこの品物はよく売れます）。 

3) マーダ ダイガクシー ヤル ムンヌ ヤマダサノー メーチチ ウフォークヌ ティマ ‘イートー

イビーン（まだ大学生なのに山田さんは毎月たくさんの給料をもらっています）。 

4) ジュケンセー ヤル ムンヌ ウミハマティ ビンチョー サンダレー ナラン（受験生なので一

生懸命勉強しなければならない）。 
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･練習 5･ 

1) ‘ウー‘ウー、イチャビラン。（今日は良い天気なのにどこにも行かないの？―はい、行きません） 

2) イー、イチュンドー。（明日の集まりに君は行かないの？―いや、行くよ） 

3) ‘イー‘イー、カマン。（こんなにおいしいケーキを食べない？―うん、食べない） 

4) イー、カダンドー。（朝ごはんを食べなかった？―いや、食べたよ） 
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・第26 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.226～） 

･練習 1･ 

1-1. a. タチミシェーン（お立ちになる）  b. ウィージミシェーン（お泳ぎになる）  c. カチミシェー

ン（お書きになる）  d. イスジミシェーン（お急ぎになる）  e. イリミシェーン（お入れになる）  f. 

トゥビミシェーン（お飛びになる）  g. ユビミシェーン（お呼びになる）  h. ‘イミシェーン（お座りに

なる）  i. チミシェーン（お召しになる）  j. ウムミシェーン（お思いになる）  k. シミシェーン（なさ

る）  l. カンジミシェーン（おかぶりになる）  m. ワシリミシェーン（お忘れになる）  n. ケーシミシ

ェーン（お返しになる）  o. イミシェーン（おっしゃる） 

1-2. 

1) シャチョーヤ ニントーミシェーン（社長はお休みになっている）。 

2) ウチャコー スムチ コーミシェーン（お客様は本をお買いになる）。 

3) カチョーヤ イチュナシク シクチ ソーミシェーン（課長は忙しく仕事をなさっている）。 

4) ウスガナシーメーヤ ｢‘ンマンカイ クーワ｣ンディ イミソーチャン（王様は｢ここに来なさい｣とお

っしゃった）。 

 

･練習 2･ 

1) スムチ ユミソーラン（本をお読みにならない）。 

2) スバ ウサガミソーチ（蕎麦を召し上がって）。 

3) ティン トゥビミソーチャン（空をお飛びになった）。 

4) アシドーミシェーン（お遊びになっている）。 

5) スムチ ユドーミソーチェーン（本をお読みになったようだ）。 

6) スムチ ユミミシェータン（本をお読みになりヨッタ）。 

7) スムチ ユミミソーランタン（本をお読みにならなかった）。 

8) スムチ ユデー メンソーラン（本をお読みになっていない）。 

 

･練習 3･ 

1) カチョーヤ シンブン ユミミシェーン（課長は新聞をお読みになる）。 

2) センパエー サイフンカイ ジン イリミシェーン（先輩は財布にお金をお入れになる）。 

3) ウスガナシーメーヤ ガンチョー カキミシェービタン（王様は眼鏡をおかけになりました）。 

 

･練習 4･ 

1) シャチョーガ ナーファンカイ メンシェーン（社長が那覇にいらっしゃる）。 

2) センパエー ‘ンマンカイ メンシェーンドー（先輩がここにいらっしゃるよ）。 
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3) ブチョーヤ クヮッチー ウサガミシェービーン（部長がご馳走を召し上がります）。 

4) カチョーヤ サキ ウサガミシェービーン（課長がお酒を召し上がります）。 

5) ウスガナシーメーガ クミウドゥイ ウミカキーン（王様が組踊をご覧になる）。 

 

･練習 5･ 

1) ターリーガ ミチ アッチミシェービタン（父が道をお歩きになりました）。 

2) アヤーガ ユーバンヌ シコーイ シミシェービーン（母が夕ご飯の準備をなさいます）。 

3) ‘ンメーヤ ナマ トーキョーンカイ メンソーチョーン（祖母は今東京にいらっしゃる）。 

 

･練習 6･ 

6-1. a. ユマナ（読みたい、読もう）  b. トゥバナ（飛びたい、飛ぼう）  c. ハナサナ（話したい、話

そう）  d. ビンチョー サナ（勉強したい、勉強しよう）  e. タタナ（立ちたい、立とう）  f. ウィーガ

ナ（泳ぎたい、泳ごう）  g. ニンダナ（寝たい、寝よう）  h. トゥラナ（取りたい、取ろう） 

6-2. 

1) ヤーシク ナトーン。ヌーガナ カマナ。（お腹がすいた。何か食べたい。） 

2) トーキョーヤ フィーサン。ウチナーンカイ ケーラナ。（東京は寒い。沖縄に帰りたい。） 

3) ニチヌ アンヤー。チューヤ クスイ ヌディ、ニンダナ。（熱があるなあ。今日は薬を飲んで寝よ

う。） 

4) チュー ネーネーズヌ コンサート イチャビーン。―ワンニン チチーガ イカナ。（今日ネーネ

ーズのコンサートに行きます。―私も聞きに行きたい。） 
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・第27 課・ 

 

練習問題 （本冊 p.233～） 

･練習 1･ 

1-1. a. ジン ケーチ ウサギーン（お金をお返しする）  b. クヮッチー チュクティ ウサギーン

（ご馳走をお作りする）  c. ティガミ カチ ウサギーン（手紙をお書きする）  d. ウチャ イッティ 

ウサギーン（お茶をお淹れする）  e. ウタ ウタティ ウサギーン（歌をお歌いする）  f. クルマ 

ユディ ウサギーン（車をお呼びする）  g. イユ チティ ウサギーン（魚をお釣りする）  h. ウサ

ラ アラティ ウサギーン（お皿をお洗いする） 

1-2. a. スムチ ユディ ウサギーン（本をお読みする）  b. スムチ ユディ ウサギティ（本をお読み

して）c. スムチ ユディ ウサギタン（本をお読みした）  d. スムチ ユディ ウサギーネー（本をお読

みしたら）  e. スムチ ユディ ウサギギサン（本をお読みしそうだ）  f. スムチ ユディ ウサギヤビ

ーン（本をお読みします）  g. スムチ ユディ ウサギヤビティー（本をお読みしますか）  h. ヌー ユ

ディ ウサギヤビーガ（何をお読みしますか） 

1-3. 

１) ジン ワタチ ウサギヤビークトゥ、フートーヌ ナーカ タシカミミシェービレー（お金をお渡ししま

すから封筒の中をお確かめなさいませ）。 

2) ユーバン シコーティ ウサギヤビタクトゥ、ウサガティ メンソーリヨー（夕食をお作りしましたから

召し上がっていってください）。 

３) サーターアンダギー コーティ ッチ ウサギヤビタクトゥ、ジフィ ウサガミソーレー（サーターア

ンダギーを買ってまいりましたからぜひお召し上がりください） 

 

･練習 2･ 

2-1. a. ‘ウガムン（拝見する）  b. ユシリーン（伺う）  c. ウサギーン（差し上げる）  d. ウン

ヌキーン（申し上げる）  e. ウミカキーン（お見せする） 

2-2. 

1) ウンジュガ ヤーンカイ ユシリヤビーン（あなたのお宅にお伺いします）。 

2) ウンジュンカイ サシン ウミカキヤビーン（あなたに写真をお見せします）。 

3) ウンジュンカイ ナーギムン ウサギヤビーン（あなたにお土産を差し上げます）。 

4) ウンジュガ ティガミ ‘ウガマビーン（あなたの手紙を拝見します）。 

5) ウンジュガ ‘イー ‘ウガマビーン（あなたの絵を拝見します）。 

 

･練習 3･ 

１) アヌ ワラビヌン ドゥークルッシ ニンジユーサビラン（あの子には一人で寝られません）。 

2) ワーガー ウングトール クトー ナイビラン（私にはそんなことはできません）。 
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3) インスタントラーメン ヤラー、ワーガン チュクイユーサビーン（インスタントラーメンなら私でも作

れます）。 

4) ディキヤーヌ ヤマダサンガン リューキューダイガク ウティティ ネーイビラン（よくできる山田

さんでも琉球大学に落ちてしまいました）。 

5) ヤマトゥンチュヌ スズキサンガン ナットー カミユーサビラン（ヤマトの人の鈴木さんでも納豆

が食べられません）。 

 

･練習 4･ 

1) ジラーヤ シッチョールー ヤシガ、ユージュヌ ネーラン バソー ジラー（ヌ） スマホンカイ 

ディンワ カキラリヤビラン（次郎は知り合いだが、用事のないときは次郎のスマホに電話をかけら

れません）。 

2) ミサケー ワー ウムヤグヮー ヤクトゥ、ミサキ （φ） ウヤトー ユー イチャイビーン（みさき

は私の恋人なので、みさきの親とよく会います）。 

3) サンラーヤ ‘イキガウットゥ ヤシガ、サンラー（ヌ） ヤーンカエー アッタニ イチャビラン

（三郎は弟だけど、三郎の家にはめったに行きません）。 

4) ミユキトー イッシューカンメーニ イチャタクトゥ、マーダ ミユキ（ヌ） メールアドレスン シチ

ェー ‘ウイビラン（みゆきとは 1週間前に会ったけど、まだみゆきのメールアドレスも知りません）。 

 

･練習 5･ 

1) 明日はスタジアムで野球があります。 

2) 東京で大雨が降ったんだってさ。 

3) 来年アメリカで大統領選挙があります。 

4) 道で歌を歌っている青年がいた。 

5) 私の部屋でコーヒーなどを飲みましょう。 


