
(updated 041021 goh@kawai.com)

Read the following sentences aloud.
Pause after each sentence.

l Good morning.

l Do you have a car?

l Can you speak Japanese?

l My girlfriend likes red flowers.

l School starts the first week of April.

l Look at the pretty fish in the warm water.

l There are many birds and animals in Australia.

l Australia is a big country without large rivers.

l Her mother lives near School Drive and Garden Street.

l The library is next to the nice Japanese garden in the park.

l Don’t ask me to carry an oily rag like that.

l She had your dark suit in greasy wash water all year.



Read the following story aloud.
(This paragraph comes from Anna Sewell’s Black Beauty.)

The wind was then much higher, and I heard the master say to John
that he had never been out in such a storm.

"I wish we were well out of this wood," said my master.

"Yes, sir," said John, "it would be rather awkward if one of these
branches came down upon us."

The words were scarcely out of his mouth when there was a groan,
and a crack, and a splitting sound, and tearing, crashing down
among the other trees came an oak, torn up by the roots, and it fell
right across the road just before us.

"Well, sir, we can't drive over that tree, nor yet get round it. There
will be nothing for it, but to go back to the four crossways, and that
will be a good six miles before we get round to the wooden bridge
again. It will make us late, but the horse is fresh."

So back we went and round by the crossroads, but by the time we
got to the bridge it was very nearly dark. We could just see that the
water was over the middle of it, but as that happened sometimes
when the floods were out, master did not stop. We were going along
at a good pace, but the moment my feet touched the first part of the
bridge I felt sure there was something wrong. I dare not go forward,
and I made a dead stop. "Go on, Beauty," said my master, and he
gave me a touch with the whip, but I dare not stir. He gave me a
sharp cut. I jumped, but I dare not go forward.

Read the story again, as if you were reading the story aloud to
an 8–year–old child at bedtime.



次の文章を声を出して読んで下さい。

一文ごとに休んで下さい。

l おはようございます。
l ありがとうございます。
l あすの天気は晴ときどき曇でしょう。
l 峠を えると、すっきりした空気が流れてきた。

l 札幌地方の特徴は、涼しい夏、寒い冬、おいしい 、

しばしば欠航する飛行機です。

l ときおり三 が見せる悲しい横顔が、気にかかって

しょうがなかった。

l 日本の 道府県の名前を北から南へ順に ってくだ

さい。

l 森県から山口県へ歩いて行くと、必ず通る 道府

県があります。

l 天気
せいろう

晴朗なれど
なみたか

波 し。

l しずけさや　岩にしみ入る　蝉の声
l 古池や　かわず飛び込む　水の音
l あらゆる現実をすべて自分の方へねじまげたのだ。
l 駅まで えに行きます。



次の文章を声を出して読んで下さい。

(夏目漱石「坊っちゃん」より)

親ゆずりの
むてっぽう

無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校にいる時

分、学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かしたことがある。

なぜそんなむやみをしたと聞く人があるかも知れぬ。
べつだん

別 段、深い理

由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談

に、「いくら威張っても、そこから飛び降りることはできまい。弱虫や

ーい 」とはやしたからである。小づかいに負ぶさって帰って来た時、

おやじが大きな目をして「二階ぐらいから飛び降りて腰を抜かすやつ

があるか 」と ったから、「この次は抜かさずに飛んで見せます。」

と答えた。

きよ

清はおれがうちでも持って独立したら、いっしょになる気でいた。「ど

うか置いて下さい」と何べんもくり して頼んだ。おれも何だかうち

が持てるような気がして、「うん置いてやる」と 事だけはしておいた。

ところがこの女は、なかなか想像の強い女で、「あなたはどこがお好

き？
こうじまち

麹 町 ですか
あざぶ

麻布ですか？」「お庭へぶらんこをおこしらえ遊ば

せ。」「西洋間は一つでたくさんです。」などと勝手な 画をひとりで並

べていた。その時は家なんか欲しくも何ともなかった。西洋 も
にほんだて

日本建も全く不用であったから、「そんなものは欲しくない」と、い

つでも
きよ

清に答えた。すると、「あなたは欲がすくなくって、心がきれ

いだ」と ってまた
ほ

めた。
きよ

清は何と っても
ほ

めてくれる。

小学校 5 年生に話すつもりで、上の文章をもう一度、読んで
下さい。


