
※発音は辞書や教科書"Ny i Norge"の巻末の単語リスト(p. 242～)を参考にしてください。
※イタリックの英語訳は単語の機能が理解しやすくするために適宜ついています。

1A Hei!
hei やあ、こんにちは
jeg 私、I
heter ～という名前である
Jeg heter ... 私は～という名前です
er ～である、am, are, is
fra ～から、from
Latvia ラトヴィア
hvor どこ、where
du 君、you
Hvor er du fra? あなたはどこの出身ですか？
USA アメリカ合衆国
hva 何が
Hva heter du? あなたは何という名前ですか？
hvem 誰、who
dette これ、this
det それ、it
Det er ... それは～です、It is …
leksjon 課

1B Hvor er de fra?
de 彼ら、they
han 彼、he
Nord-Amerika 北アメリカ
Sør-Amerika 南アメリカ
Norge ノルウェー
hun 彼女、she
India インド
Iran イラン
Thailand タイ
Asia アジア
Europa ヨーロッパ
Afrika アフリカ
Australia オーストラリア
og そして、～と、and

1C Jeg heter Tor
ja はい、yes
Chicago シカゴ
eller または、or
Pakistan パキスタン
dere 君たち、you
nei いいえ、no
vi 私たち、we
ha ～を持つ、have
Ha det (bra)! さようなら
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Uttale
uttale 発音
lang vokal 長母音
kort vokal 短母音
trykk アクセント
Argentina アルゼンチン
skriver 書く、write
sier 言う、say
også ～もまた、also

Grammatikk
grammatikk 文法
spørsmål 質問、question
svar 答え、answer
ordstilling 語順
norsk ノルウェーの、ノルウェー語、Norwegian
regel 規則
Verbet har plass nr. 2 動詞は2番目の位置にくる

Ord og uttrykk
ord 語、word
uttykk 表現、expression
god 良い、good
dag 日、day
God dag! こんにちは
morgen 朝、morning
God morgen! おはよう、Good morning!
kommer 来る、come
Jeg kommer fra ... 私は～出身です
Vi snakkes! さようなら（また話しましょう）
Vi ses! さようなら（また会いましょう）

Samfunnsfag
samfunnsfag 社会科
Tromsø トロムソ
Trondheim トロンハイム
Svalbard スヴァールバル
Bergen ベルゲン
Oslo オスロ
Kristiansand クリスチャンサン

2A Hvordan staver du ...?
hvordan どのように、how
staver 綴る
skriver 書く
kan ～できる
Kan du ... ? ～してくれますか、Can you ...?
navnet ditt あなたの名前、your name
alfabetet アルファベット
navn 名前
adresse アドレス
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2B Tors familie
familie 家族
lærer 先生
i ～において、in
lærer i norsk ノルウェー語の先生、teacher of Norwegian
snakke ～を話す
spansk スペイン語
bo 住む
gift 結婚している
kone 妻
ha ～を持っている
to ２[基数]、two
barn 子供
en 一つの[不定冠詞；男性]、a
ei 一つの[不定冠詞；女性]、a
en gutt 男の子、a boy
ei jente 女の子、

2C Tor og John
unnskyld すみません、excuse
at ～ということ、that
Jeg sier at ... 私は～と言っています、I say that …
ti １０[基数]、ten
alene 一人で、alone
kona mi 私の妻、my wife
fjorten １４[基数]、fourteen
fem ５[基数]、five
et år 年、a year
gammel 年取った、古い
Hvor gammel ... ? 何歳ですか？、how old …?
fire ４[基数]、four
når いつ？、when
kom 来た[kommeの過去形]、came
til ～へ、to
for ... siden ～前、... ago
måneder 月[複数形]、months
engelsk 英語
hjemme 家で、at home
gjenta 繰り返す
spør 質問する[現在形；不定詞はspørre]
om ～について、about
prøve ～を試す、try
å [不定詞のマーク]to
gå 行く
en barnehage 幼稚園
på ～の上に、on
et norskkurs ノルウェー語クラス
men しかし、but
vanskelig 難しい
lett 簡単な

Uttale
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konsonanter 子音[複数形]

Grammatikk
pronomen 代名詞
ikke ～ではない、not
genitiv 所有形
bror 兄弟

Ord og uttrykk
Hva sier du?
russisk
thai

Samfunnsfag
Kronprinsfamilien 皇太子の家族
kronprins 皇太子の家族
til ～の（所有）、of
kronprinsesse 皇太子妃

3A Ha er klokka?
klokka 時計
Hva er klokka? 何時ですか？
den それは、it
ett １[基数；中性]、one
kvart １５分、quarter
over ～過ぎ、over, past
kvart over ett 1時１５分過ぎ
halv 半分、half
halv to 1時半
på ～前、to
kvart på to 2時に15分前
Hvor mye er klokka? 何時ですか？

3B Hva gør du?
gjør ～する[現在形；不定詞はgjøre]、do
å stå 立つ、to stand
å stå opp 起きる、to get up
opp 上へ、up
å spise 食べる
frokost 朝食
å begynne 始める
å jobbbe 仕事をする
å arbeide 仕事をする、働く
lunsj 昼食
klokka 12 12時、12 o'clock
tolv 12[基数]、twelve
å slutte 終える
jobben 仕事
middag 夕食

3C Larissa er au pair
hos ～（人）のところで
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