Art Museum without Building

私たちの 町は びじゅつかん が ありません
この町は びじゅつかんが ありません。
わたしたちの びじゅつかんは きれいな すなはまです。
わたしたちの 町は ４キロメートルの すなはまが あります。
すなはまに びじゅつかんの たてものが ありません。 すなはまが びじゅつかんです。

すなはま が びじゅつかんですから・・・
青い空は てんじょうです。
なみの おとは おんがくです。
そして、木や はなは さくひんです。 すなはまの もようも さくひんです。
すなはまの 上の ココナッツも さくひんです。

New words

びじゅつかん
なみ

Review

も

さくひん

すなはま
もよう

Place に Noun があります

キロメートル

てんじょう

ココナッツ
Person は Noun があります

や
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この町の人や せいかつも とてもきれいな さくひんです。
この町の人は しお を つくっています。
海と かぜと たいよう だけ の ちからで しお を つくっています。
これは でんとうてきな しおの つくりかた です。 この つくりかたは ちきゅうに やさしいです。

みなさんは 大きい町が すきですか。
この町は 小さいです。 でも、すみやすいです。
きれいな しぜん や でんとうてきな いきかた が あります。 それは とても たいせつです。
私たちは ちきゅうの ために 海や しぜんを まもらなければなりません。
私たちは 私たちの きれいな町を しらなければなりません。
だから、 ここに びじゅつかんは ありません。
すなはまと 町が 私たちの たいせつな びじゅつかんです。

New words
しぜん
Review

でんとうてきな
いきます

V ます＋やすいです

たいよう

ちきゅう

まもります

しります

Noun のために

New grammars

もの

V ない＋なければなりません

V ます＋かた
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HIRAHIRA T-Shirt Art Exhibition

すなはまびじゅつかんで まい年 ５月に T シャツ アートてんが あります。
たくさんの 日本人は えを かいたり、 しゃしんを とったりします。
そして びじゅつかんに え や しゃしんを おくります。
びじゅつかんは え や しゃしんを T シャツに プリントします。 T シャツは アートに なります。
びじゅつかんは T シャツを すなはまに かざります。 とても きれいです。
T シャツは かぜの 中で ひらひらします。

JICA と T シャツ アートてん
JICA は Japan International Cooperation Agency です。
JICA は この T シャツ アートてんに さんかしています。
JICA の T シャツ アート は せかいの しゃしんです。

New words

びじゅつかん
ひらひら

Review

アート
さんかします

V たり V たりします

～てん

プリントします

かざります

しょうかいします

Noun になります

V Dictionary form＋ために
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せかいで ひらひら HIRAHIRA in the world

T シャツ アートてん は にほんで だけ ではありません。
JICA と びじゅつかんは 外国でも T シャツ アートてんを しています。

２００９年 モンゴルで T シャツ アートてんを しました。
２０１５年 ガーナで T シャツ アートてんを しました。
モンゴルや ガーナの人は 日本について しることが できます。
日本の人は モンゴルや ガーナについて しることが できます。
おきゃくさんは すなはまびじゅつかん の かんがえかたを べんきょうすることが できます。

HIRAHIRA T-shirt Art Exhibition in TONGA

そして、今年 T シャツ アートてんは トンガに 来ます。

New words
Review

モンゴル

ガーナ

について

Verb Dic.form ことができます

おきゃくさん
V ます＋かた

かんがえます
外国でも
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こうちけん と トンガ

こうちけんは 日本の にし に あります。
７５まん人 の 人が すんでいます。
トンガと こうちけんは ともだちです。

２０１７年 こうちけんは ムア小学校の 学生に ランドセルを きふしました。
２０１６年の１１月に トンガ人の 高校生は
つなみ について べんきょうするために こうちけんに 行きました。

２０１８年 こうちけんは ババウに ゴミしゅうしゅう車を きふしました。
そして、２０１９年 トンガの ラグビーチームは
こうちけんで ワールドカップの ために れんしゅうを します。

New words
つなみ
Review

こうちけん

にし

ゴミしゅうしゅう車
すんでいます

ランドセル

きふします

ワールドカップ

について

Noun のために
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くろしおちょう

くろしおちょうは 小さい町です。 こうちけんの にし に あります。
海の前 に あります。 １まん人 の 人が すんでいます。

くろしおちょうは しお や カツオ で ゆうめいです。
でんとうてきな つりかた で カツオ を つっています。
それから、クジラも ゆうめいです。
くろしおちょうの 海に いつも ニタリクジラ が います。

そして ５月に

T シャツ アートてん のために、

たくさんの 人が くろしおちょうに 来ます。

New words
New grammar

くろしおちょう

カツオ

A は B で ゆうめいです

つります

ニタリクジラ

Place に Person/Animal がいます
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Sunahama-Museum
Q1. What does Sunahama mean?
Q2. Where is the location of Sunahama-museum?
Q3. What is the concept of museum?
Q4. What is the gallery of the museum like?
Q5. What are the important message from the concept of Sunahama-museum?
Q6. Are there any common points between concept of Sunahama-museum and Tongan life?

Hirahira T-shirts art exhibition
Q1. Where is the exhibition held every year?
Q2. How are the works displayed in this exhibition?
Q3. What does Hirahira mean?
Q4. Where were the exhibition held in before Tonga?
Q5. Why do they display the works in the beach?
Q6. Why did they choose Tonga this year?

Kochi pref. and Kuroshio town
Q1. Where is the location of Kochi pref.?
Q2. Where is the location of Kuroshio pref.?
Q3. What is Kochi pref. famous for?
Q4. What is Kuroshio town famous for?
Q5. What kind of relationship is there between Kochi pref. and Tonga?
Q6. What is similarity of Kuroshio town and Tonga?
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