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16. 数字
す う じ

number・助数詞
じ ょ す う し

counter 

一 いち 六 ろく 十一 じゅういち 十六 じゅうろく 三十 さんじゅう 八十 はちじゅう 

ニ に 七 なな／しち 十二 じゅうに 十七 じゅうしち 四十 よんじゅう 九十 きゅうじゅう 

三 さん 八 はち 十三 じゅうさん 十八 じゅうはち 五十 ごじゅう 百 ひゃく 

四 よん／し 九 きゅう／く 十四 じゅうし 十九 じゅうきゅう 六十 ろくじゅう 千 せん 

五 ご 十 じゅう 十五 じゅうご 二十 にじゅう 七十 ななじゅう 一万 （いち）まん 

 

もんだい.【すうじを読みましょう。】 

① 28 ② 91 ③ 306 ④ 782 ⑤ 809 ⑥ 2,691 ⑦ 9,999 ⑧ 15,000 ⑨ 60,810 
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～つ／～個
こ

－small items（りんご、とけい、コップ…） 

一つ（ひとつ） 二つ（ふたつ） 三つ（みっつ） 四つ（よっつ） 五つ（いつつ） 

六つ（むっつ） 七つ（ななつ） 八つ（やっつ） 九つ（ここのつ） 十（とお） 

 

一個（いっこ） 二個（にこ） 三個（さんこ） 四個（よんこ） 五個（ごこ） 

六個（ろっこ） 七個（ななこ） 八個（はっこ） 九個（きゅうこ） 十個（じっこ） 

 ①りんごが 一つあります。 

 ②たまごを 二個食べました。 

 ③みかんは いくつ／何個
な ん こ

ありますか。 － 四つ／四個あります。 

 

～人
にん

－person（人） 

一人（ひとり） 二人（ふたり） 三人（さんにん） 四人（よにん） 五人（ごにん） 

六人（ろくにん） 七人（ななにん） 八人（はちにん） 九人（きゅうにん） 十人（じゅうにん） 

 ①いつも 一人で 朝ごはんを食べます。 

 ②友だちと 三人で 映画を見に行きます。 

 ③かぞくは 何人
なんにん

いますか。 － 六人います。 
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～本
ほん

－long items（えんぴつ、ペン、かさ、映画、めがね…） 

一本（いっぽん） 二本（にほん） 三本（さんぼん） 四本（よんほん） 五本（ごほん） 

六本（ろっぽん） 七本（ななほん） 八本（はっぽん） 九本（きゅうほん） 十本（じっぽん） 

 ①ここに えんぴつが一本あります。 

 ②私は 毎朝 バナナを五本食べます。 

 ③ペンは つくえの上に 何本
なんぼん

ありますか。 － 三本あります。 

 

 

～台
だい

－numbers of machines or furniture（車、自てん車、バイク、スマホ、テレビ、ピアノ…） 

一台（いちだい） 二台（にだい） 三台（さんだい） 四台（よんだい） 五台（ごだい） 

六台（ろくだい） 七台（ななだい） 八台（はちだい） 九台（きゅうだい） 十台（じゅうだい） 

 ①うちに テレビが三台あります。 

 ②外に じてんしゃが一台あります。 

 ③何台
なんだい

 車を持っていますか。 － 二台持っています。 
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～階
かい

－floor（フロア） 

一階（いっかい） 二階（にかい） 三階（さんがい） 四階（よんかい） 五階（ごかい） 

六階（ろっかい） 七階（ななかい） 八階（はちかい） 九階（きゅうかい） 十階（じっかい） 

 ①くつは デパートの三階にあります。 

 ②七階で 子どもの服を買いました。 

 ③かばんは 何階
なんかい

にありますか。 － 八階にあります。 

 

 

～回
かい

－number of times（かいすう） 

一回（いっかい） 二回（にかい） 三回（さんかい） 四回（よんかい） 五回（ごかい） 

六回（ろっかい） 七回（ななかい） 八回（はちかい） 九回（きゅうかい） 十回（じっかい） 

 ①一ヵ月に一回 映画を見ます。 

 ②私は 五回 日本へ行ったことがあります。 

 ③一週間に何回
なんかい

 日本語のレッスンをしていますか。 － 二回しています。 
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～冊
さつ

－bound volumes（本、じしょ、ノート…） 

一冊（いっさつ） 二冊（にさつ） 三冊（さんさつ） 四冊（よんさつ） 五冊（ごさつ） 

六冊（ろくさつ） 七冊（ななさつ） 八冊（はっさつ） 九冊（きゅうさつ） 十冊（じっさつ） 

 ①きのう デパートで本を三冊買いました。 

 ②つくえの上に ノートが四冊あります。 

 ③何冊
なんさつ

 日本語の本を持っていますか。 － 二冊持っています。 

 

 

～枚
まい

－flat objects（CD、DVD、きって、はっぱ、シャツ、ハンカチ、さら…） 

一枚（いちまい） 二枚（にまい） 三枚（さんまい） 四枚（よんまい） 五枚（ごまい） 

六枚（ろくまい） 七枚（ななまい） 八枚（はちまい） 九枚（きゅうまい） 十枚（じゅうまい） 

 ①小さいかみを一枚ください。 

 ②友達に DVD を四枚 かりました。 

 ③何枚
なんまい

 CD を買いましたか。 － 九枚買いました。 
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～匹
ひき

－small animals / insect（犬、ねこ、ひつじ、ちょう、はち…） 

一匹（いっぴき） 二匹（にひき） 三匹（さんびき） 四匹（よんひき） 五匹（ごひき） 

六匹（ろっぴき） 七匹（ななひき） 八匹（はっぴき） 九匹（きゅうひき） 十匹（じゅっぴき） 

 ①犬を二匹かっています。 

 ②ここに ひつじが 百五十匹います。 

 ③はちは 何匹
なんびき

いますか。 － 一匹います。 

 

 

～羽
わ

－bird（とり、うさぎ…） 

一羽（いちわ） 二羽（にわ） 三羽（さんわ） 四羽（よんわ） 五羽（ごわ） 

六羽（ろくわ） 七羽（ななわ） 八羽（はちわ） 九羽（きゅうわ） 十羽（じゅうわ） 

 ①公園に すずめが三羽います。 

 ②母は うさぎを一羽かっています。 

 ③公園で とりを何羽
な ん わ

見ましたか。 － 十羽くらい見ました。 
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もんだい 1.【counter を使って、文を作りましょう。】 

①いつも友だちと二   で学校へ行きます。 

②きのうスーパーでりんごを四   買いました。 

③50 円のきってを五   と、80 円のきって十   ください。 

④つくえの上に えんぴつが一   、ノートが二   あります。 

⑤としょかんで本を三   、CD を六   かりました。 

⑥外に車が八   あります。 

⑦ねこを二   かっています。 

⑧友だちの家に ピアノが一   あります。 

⑨先週 シャツを七   すてました。 

⑩ブラジル人の友だちが一   と、ロシア人の友だちが四   います。 

⑪子どもの服は、デパートの三   にあります。 

⑫にわに、にわとりが二   います。 
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もんだい 2.【counter を使って、しつもんにこたえましょう。】 

 例：家にテレビはありますか。 －はい、一台あります。／いいえ、ありません。 

①かぞくは何人いますか。 

②兄弟がいますか。 

③家に 自てん車がありますか。 

④ペットがいますか。 

⑤日本語の本を持っていますか。 

⑥日本語の辞書がありますか。 

⑦ヨーロッパ／アメリカに何回行きましたか。 

⑧今、何階にいますか。 


