
JAPANESE CONVERSATION 
CLINIC



おはようございます！

★ To provide ALTs with an opportunity to 

practice speaking and conversational 

skills in Japanese

★ To provide a low-pressure environment 

to practice speaking Japanese



始 終 分間 アクティビティ

10:30 10:35 5 Welcome

10:35 10:55 20 2 Truths and a Lie

10:55 11:10 15

会話１ー最高・最低／好き・嫌い
かいわ す きら
kaiwa                          suki    kirai

11:10 11:30 20
パズル
pazuru

11:30 11:45 15

会話２ー３つの～
みつ
mitsu

11:45 12:00 15

言語交流会について・終わりの言葉
げんごこうりゅうかい お ことば

gengo kouryuu kai owari     kotoba



RULES

★ DO YOUR BEST.

★ TRY IN JAPANESE FIRST… AND SECOND.

○ Switching to English for one or two words is okay, 

but try to find a way to say it in Japanese first.

○ Try to say it again in Japanese if you get help on a 

word or phrase.

★ DON’T WORRY ABOUT MAKING MISTAKES.

○ We’re all here to learn and practice.



いろがおなじ（１人）

いろがちがう（１人）

(3-4人グループ）

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



2 TRUTHS AND A LIE

★ 3つのことを言う

い

★ グループメンバーがうそをみつける

★ うそを見つけた人は次に話す

み つぎ はな

★ 誰が次に話すかわからない＝じゃんけん

だれ つぎ はな

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



2 TRUTHS AND A LIE

★ (VERB, PAST)ことはある (TO HAVE THE 

EXPERIENCE OF DOING~)

★ (VERB)ことができる (CAN ~)

★ すき (TO LIKE)

★ すきではない・すきじゃない (TO DISLIKE)

★ きらい (TO HATE)

★ いちばん (THE FIRST; THE BEST/WORST)

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



かたちがちがう

（ペア）



会話１ー好き・嫌い
かいわ す きら

★ バケットから紙を取る
かみ と

★ 答えも理由も言う
こた りゆう

★ ちょっと話した後、もう一度紙を取る
はな いちどかみ と

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



会話１ー好き・嫌い

★ ~がすき（です）(I LIKE ~.)

★ ~がすきではない・すきじゃない (I DON’T 

LIKE~.)

★ ~がきらい（です）(I HATE~.)

★一番 いちばん ICHIBAN (THE 

BEST/WORST~)

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



ポケモンのライバル

（ペア）



パズル
★ レベルを選ぶ

えら

★ AB(C)の順番にヒントを読んで、パズルを答える

じゅんばん よ こた

★ グループにヒントを見せないでください！
み

★ レベル１と２は、一人に一つの答え
ひとり ひとつ

★ レベル３は、一人に２つの答え

ふたつ

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



パズル

★ ４人のＡＬＴ

にん (NIN)

★ みんな岐阜県に住んでいる

ぎふけん す

(Gifu ken)  (su)

★ みんなはいつも８時に学校にいます。

じ (ji)     がっこう(gakkou)

名前
なまえ
namae

出身
しゅっしん
shusshin

マリア (Maria) Australia

ケーシ (Casey) USA

ライラ (Lila) UK

パット (Pat) Canada

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



かたちがおなじ

（ペア）



会話２ー３つの～
みつ

★ バケットから紙を取る

かみ と

★ 答えも理由を1つも言う

こた りゆう ひとつ い

★ 答えは３つのことです。

★ ちょっと話した後、もう一度紙を取る

はな あと いちど かみ と

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



会話２ー３つの～

★ ~~と~ (~,~ AND ~; JOINING 
NOUNS)

★ ~たい〇 (A 〇 YOU WANT TO ~)
★ かいたい KAITAI (WANT TO 

BUY)
★ いきたい IKITAI (WANT TO GO)
★ したい SHITAI (WANT TO DO)
★ たべたい TABETAI (WANT TO 

EAT)
★ あいたい AITAI (WANT TO 

MEET)

★ (VERB)ひつようがある (NEED TO ~)

★ すきではない~・すきじゃない~

★ (A ~ YOU DON’T LIKE)

★ きらいな~ (A ~ YOU DON’T LIKE)

★ すきな~ (A ~ YOU LIKE)

★ こと (THING, FOR “TO DO”)

★ もの (PHYSICAL THING, LIKE 

FOOD OR DRINK)

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



言語交流会
げんごこうりゅうかい

1 ON 1

★ Apps, websites

★ italki, HelloTalk, 

HiNative

★ In person

★ Maybe 2-3 people

GROUP\MEETUP

★ Apps, websites

★ Meetup

★ In person

★ Lots of people

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



言語交流会

GROUP

★ Lots of styles

★ ~Minute Switch

★ Switch languages every ~ minutes

★ ~Group Switch

★ Change groups every ~ minutes

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



言語交流会

★ Nagoya JPN-ENG Conversation Group

★ Every Monday, Saizeriya near Nagoya 

Station, 7:30PM- 11:00PM

★ Japanese and English; 30 minute 

switch

★ Gifu Langauge Exchange & etc. (GLEE)

★ Sunday (check Meetup/Facebook 

group), 5:30PM- 7:30PM

★ Japanese and English; 20 minute 

switch

★ Osaka Multilingual Gathering 

(OMG)

★ Once a Month (2nd Saturday), 

7PM- 10PM

★ 10 minute group switch

★ Any language is OK, but 

facilitators for:

★ Japanese, Chinese, Korean, 

English, French, Spanish 

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お



YAY!!

★ アンケート

★ グループ・ペアで話す

★ バケットから

★ 今朝の面白いこと

★ なんでもいい

２T1L 会話１ パズル 会話２ L.E. 終わり
かいわ お


