ないよういちらん
トピック

もくひょう Can-do

１

だい１か

わたしと
かぞく

p21

1

かぞくや じぶんが どこに すんでいるか、なにを しているか かんたんに
話します

2

かぞくや ともだちと なにごで 話すか 言います

・おっとは 日本語が できます。
・わたしたちは 日本語で 話します。

しゅみについて 話します

・しゅみは クラシックを 聞くことです。*
・ひまな とき、なにを しますか。*

4

じこしょうかいの サイトの みじかい コメントを 読みます

・かっこいいですね。／ともだちに なりましょう。

5

じこしょうかいの サイトに みじかい コメントを 書きます

２

だい３か

生活と文化

３
わたしの
まち

p47

もくひょう Can-do

６

だい１１か

か

書く

27

ピクニックに もっていく ものについて 話します

p89

28

ピクニックに だれが なにを もっていくか メモを 書きます

29

日本は いま、はるです

おもなひょうげん（* はっけん）

なにを もっていきますか

そとで 食べる

・らいしゅうの ピクニック、食べものは どうしますか。
・わたしは おにぎり（を）
、もっていきます。*
・あべさんは おにぎりですね。おねがいします。

・飲みものは なにが いいですか。*
ピクニックの 食べものや 飲みものの きぼうを ぐたいてきに 聞きます／言 ・ワインは あかと しろ、どっちが いいですか。*
・おちゃが いいです。／なんでも いいです。／どっちでも いいです。
います
・おちゃに します。*

おいしそうですね

よく しらない 食べものについて 話します

・それ、おいしそうですね。*
・かんこくの キンパと にています。／あじは ちょっと ちがいます。

31

あじについて かんたんに コメントします

・この サラダ、ちょっと からくて、おいしいですね。*

32

ともだちに 食べものを すすめます／すすめに こたえます

・よかったら、サラダ、どうぞ。／もうすこし どうですか。
・じゃあ、１つ いただきます。／もう おなかが いっぱいです。

30

きせつの へんかについて かんたんに 話します

・東京は いま、ふゆです。
・３月ごろ あたたかくなります。*

7

すきな きせつと その りゆうを かんたんに 話します

・あきが すきです。すずしいのが すきですから。*

生活と文化

おべんとう

７

だい１３か

しゅっちょう

33

でむかえの ために、しゅっちょうで 来る ひとや 来る 日について 話しま
す

・たなかさん（を）
、しっていますか。
・たなかさんに 会ったこと（が）、あります。*
・たなかさんが １２日に 来ます。

34

でむかえの あいさつを します

・おつかれさまでした。ようこそ、たなかさん。
・フライトは いかがでしたか。

35

ホテルの へやを チェックして、だいじょうぶか 言います

・でんきは だいじょうぶです。

36

しゅっちょうの スケジュールを 読みます

だい４か

いい てんきですね

8

てんきについて 話して あいさつを します

・いい てんきですね。*／きのうは あつかったですね。*

9

でんわの かいわの はじめに てんきについて 話します

・こっちは いま、あめが ふっています。*
・そっちは どうですか。

「すずしい」なつ

だい５か
10
11

ちずを 見ながら、じぶんの まちの おすすめの ばしょ／ちいきについて
ともだちに 言います

・この あたりには いろいろな みせが あります。
・この こうえんは ひろくて、きれいです。*

ちずを 見ながら、ともだちが きょうみを もっている ところが どんな
ところか、きを つける ことは なにか、言います

・この あたりは にぎやかだけど、ちょっと あぶないですよ。*

だい６か

・すみません。はくぶつかんは どこですか。
／はくぶつかんに 行きたいんですが…。
・ふたつめの かどを みぎに まがって ください。*

13

あいてが 聞きまちがえた ことを なおします

・ひとつめじゃなくて、ふたつめですよ。*

14

とおくに 見える たてものの とくちょうを 言います

・あそこに しろくて 大きい たてものが 見えますね。*
・たいしかんは まっすぐ 行って、すぐですよ。*

４

だい７か

でかける

15

ともだちと まちあわせの じかんと ばしょについて 話します

・日よう日、まちあわせは どうしますか。
・10 時に JF ホテルの ロビーは どうですか。
・11 時でも いいですか。*

p61

16

まちあわせに おくれると いう Ｅメールを 読みます

・みちに まよいました。／じゅうたいです。

17

10 時でも いいですか

おくれた りゆうを 言って あやまります

19

ともだちに よりみちを したいと 言います

・ちょっと 水を 買いたいんですが…。*
・しょくじの あとで、みせに 行きましょう。*

５

だい９か

日本語は はつおんが かんたんです

いつ、なにごを べんきょうしたか 話します

・だいがくの とき、にほんごを べんきょうしました。

21

いままでに べんきょうした がいこくごについて 話します

・スペインごは ぶんぽうが むずかしくないです。*
・アラビアごは 話すのが おもしろいです。*

22

いつ、なにごを べんきょうしたか きろくを 書きます

23

がいこくごや がいこくごの べんきょうについて こまった とき、だれかに
たのみます／たのまれて こたえます

20

だい１０か

オフィスの ものを つかっても いいか 聞きます

・コンピューター、かりても いいですか。*
はい、どうぞ。／すみません。いま、こわれています。

39

みおくりの あいさつを します

・おせわに なりました。
・ほんしゃの みなさんに よろしく おつたえください。

40

かいがいしゅっちょうから かえる ときに もらった、オフィスの ひとから
の メッセージを 読みます

８

だい１５か

けんこう

41

ともだちに からだの ぐあいを 聞きます／こたえます

42

かんたんな たいそうの しかたを 聞きます／言います

・こうやって かたを ゆっくり まわして ください。
・あまり むりを しないで くださいね。*

43

からだに いい ことを すすめます

・ねる まえに、この くすりを のむと いいですよ。*

p115

44

たいそうすると いいですよ

けんこうの ために している ことを かんたんに 話します

45

けんこうについての かんたんな アンケートを 読んで こたえます

46

アンケートの けっかを かんたんな ことばで はっぴょうします

けんこうほう

９

だい１７か

おいわい

・わたしは しゅうに １かい 日本語を べんきょうしています。*
・いつか 日本に 行きたいです。*

25

こまっている ひとに たすけを もうしでます／もうしでを うけます

・どうしたんですか。
・いっしょに えきに 行きましょうか。*
・すみません。／ありがとうございます。

26

イベントの プログラムを 読みます

がいこくぶんかを たのしむ

p86-p87

・スポーツを よく する ひとは ３にんです。*

たんじょう日に もらったんです

ともだちの もちものを ほめます

48

じぶんの もちものについて、いつ、だれに もらったかなどを かんたんに
話します

・これ、たんじょうびに かれに もらったんです。*

じぶんの くにの プレゼントの しゅうかんについて かんたんに 話します

・日本では けっこんの おいわいに どんな ものを あげますか。
・
（おいわいに）えとか とけいを あげます。*
・へやに かざる ものが おおいです。*

p127
49

だい１８か

生活と文化

・けんこうの ために なにか していますか。
・ヨガを したり、トレーニングを したり しています。*
・どのぐらい していますか。
・トレーニングは しゅうに ２かいです。

47

・その ネックレス、すてきですね。

パーティーが いいと おもいます

いつか 日本に 行きたいです

がいこくの ぶんかと じぶんとの かかわりについて 話します

・どうしたんですか。
・ちょっと くびが いたいんです。

はしったり、およいだり しています

生活と文化

・その じしょ（を）
、かして くださいませんか。*
・かんじの 書きかたを おしえて くださいませんか。*
・いいですよ。どうぞ。／すみません。いま、ちょっと…。

24

テストとふりかえり １

38

だい１６か

おすすめの ばしょに ともだちを さそいます／さそいに こたえます

・こちらは ひしょの キャシーさんです。
・キャシーさんは 日本語、ぺらぺらです。

かいしゃの スタッフを しょうかいします

日本の かいしゃ

・おそくなって すみません。ちょっと みちに まよって…。*

18

まちあわせ

これ、つかっても いいですか

37

生活と文化

もう やけいを 見に 行きましたか
・もう タワーに 行きましたか。
・いいえ、まだです。
・タワーを 見に 行きませんか。*
・いいですね。行きましょう。*／すみません。タワーは ちょっと…。

生活と文化

たなかさんに 会ったことが あります

だい１４か

まっすぐ 行って ください

ちかくの ばしょへの 行きかたを 言います

だい８か

p103

この こうえんは ひろくて、きれいです

いろいろな まちなみ

生活と文化

トピック

だい１２か

生活と文化

p73

読む

6

12

がいこくごと
がいこくぶんか

よ

話す、やりとり

しゅみは クラシックを 聞くことです

3

つまと おっとの やくわり

p33

おもなひょうげん（* はっけん）
・わたしたちは 東京に すんでいます。*
・わたしは ホテルで はたらいています。*

だい２か

はな

日本のことばと文化』初 級 1 A2 ＜かつどう＞

東京に すんでいます

生活と文化

きせつと
てんき

10

しょきゅう

『まるごと

50

ともだちの おいわいを なんに するか 話します

・あべさんの けっこんの おいわい、どうしますか。
・おいわいは パーティーが いいと おもいます。*
・あべさんは みんなと 話したいと 言っていました。*
・ごけっこん、おめでとうございます。

51

けっこんの おいわいの カードを 読みます

52

けっこんの おいわいの カードを 書きます

53

プレゼントを もらって おれいを 言います

・これ、シンさんと わたしからです。
・すてきな コーヒーカップですね。ありがとうございます。

プレゼントの おくりかた

テストとふりかえり ２
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Topic

Goals

１

Lesson １ We live in Tokyo

My family
and myself

Watashi to
kazoku

p21

Main Expressions （ *Hakken ）

Tookyoo ni sunde imasu

1

Talk brieﬂy about where you/your family live and what you/
they do

・Watashitachi wa Tookyoo ni sunde imasu.*
・Watashi wa hoteru de hataraite imasu.*

2

Say what language you speak with your family and friends

・Otto wa Nihongo ga dekimasu.
・Watashitachi wa Nihongo de hanashimasu.

Lesson 2 My hobby is listening to classical music
3

Talk about your hobbies

・Shumi wa kurashikku o kiku koto desu.*
・Himana toki, nani o shimasu ka.*

4

Read short, simple comments about someone's selfintroduction on a website

・Kakkoii desu ne. / Tomodachi ni narimashoo.

5

Write short, simple comments about someone's selfintroduction on a website

Life and Culture

Husband and wife roles

２

Lesson 3 It's spring now in Japan

Seasons
and weather

Kisetsu to
tenki

p33

Shumi wa kurashikku o kiku koto desu

Talk about the change of seasons

・Tookyoo wa ima, fuyu desu.
・San-gatsu goro atatakaku narimasu. *

7

Say what season you like and why

・Aki ga suki desu. Suzushii no ga suki desu kara.*

Ii tenki desu ne

8

Greet people by talking about the weather

・Ii tenki desu ne. * / Kinoo wa atsukatta desu ne.*

9

Start a conversation over the phone by talking about the
weather

・Kocchi wa ima, ame ga futte imasu.*
・Socchi wa doo desu ka.

Life and Culture

"Cool" summers

３

Lesson 5 This park is big and beautiful

My town

10

Tell a friend about a place/area of your recommendation,
using a map of your town

Watashi no
machi

11

Tell a friend what a place that he/she is interested in is like
and what to be careful about, using a map

・Kono atari wa nigiyakada kedo, chotto abunai desu yo.*

p47

Lesson 6 Please go straight

Tell someone how to get to a place nearby

・Sumimasen. Hakubutsukan wa doko desu ka.
/ Hakubutsukan ni ikitain desu ga….
・Futatsu-me no kado o migi ni magatte kudasai.*

13

Correct some information misunderstood by someone

・Hitotsu-me janakute, futatsu-me desu yo.*

14

Describe the features of buildings seen in the distance

・Asoko ni shirokute ookii tatemono ga miemasu ne.*
・Taishikan wa massugu itte, sugu desu yo.*

Life and Culture

Many kinds of townscapes

４

Lesson 7 Is ten o'clock OK?

Going out

15

Juu-ji de mo ii desu ka

Talk with a friend about the time and place you will meet

Dekakeru

p61

Read an E-mail from a friend saying he/she will be late

・Michi ni mayoimashita. / Juutai desu.

17

Apologise for being late and give a reason

・Osokunatte sumimasen. Chotto michi ni mayotte….*

18

Invite a friend to visit a place of your recommendation /
Respond to an invitation

19

Say that you would like to drop by somewhere

・Chotto mizu o kaitain desu ga….*
・Shokuji no ato de, mise ni ikimashoo.*

Meeting

５

Lesson 9 Japanese is easy to pronounce

p73

Life and Culture

27

Discuss what to take for a picnic

Soto de taberu

Write a memo to say who is taking what for a picnic

p89

29

Ask/Say what speciﬁc food or drinks your friend/you would
prefer for a picnic

Nihongo wa hatsuon ga kantan desu

・Sore, oishisoo desu ne.*
・Kankoku no kinpa to nite imasu. / Aji wa chotto chigaimasu.

31

Comment brieﬂy on the taste of food

・Kono sarada, chotto karakute, oishii desu ne. *

32

Oﬀer a dish to your friends / Respond to an oﬀer

・Yokattara, sarada, doozo. / Moo sukoshi doo desu ka.
・Jaa, hitotsu itadakimasu. / Moo onaka ga ippai desu.

７

Lesson 13 I have met Mr. Tanaka before

Business trips

33

Talk about someone visiting your oﬃce on a business trip and
the date of his/her visit

・Tanaka-san（o）, shitte imasu ka.
・Tanaka-san ni atta koto（ga）, arimasu. *
・Tanaka-san ga juu-ni-nichi ni kimasu.

34

Greet a visitor arriving at the airport

・Otsukaresama deshita. Yookoso, Tanaka-san.
・Furaito wa ikaga deshita ka.

35

Check the hotel room and tell your visitor if it is OK

・Denki wa daijoobu desu.

36

Read a business trip schedule

Shucchoo

p103

Tanaka-san ni atta koto ga arimasu

Kore, tsukattemo ii desu ka

Lesson 14 May I use this?
37

Introduce your colleagues to a visitor

38

Ask to use things in the oﬃce

・Konpyuutaa, karitemo ii desu ka.*
Hai, doozo, / Sumimasen. Ima, kowarete imasu.

39

See a visitor oﬀ at the airport with some parting phrases

・Osewa ni narimashita.
・Honsha no minasan ni yoroshiku otsutae kudasai.

40

Read a message from a colleague in the overseas oﬃce when
you return home from a business trip

・Kochira wa hisho no Kyashii-san desu.
・Kyashii-san wa Nihongo, perapera desu.

Life and Culture

Japanese companies

８

Lesson 15 How about doing some exercise?

Staying
healthy

Kenkoo

p115

Taisoo suru to ii desu yo

41

Ask a friend how he/she is feeling / Answer how you are
feeling

・Doo shitan desu ka.
・Chotto kubi ga itain desu.

42

Listen to/Say how to do some easy exercises

・Koo yatte kata o yukkuri mawashite kudasai.
・Amari muri o shinaide kudasai ne.*

43

Suggest something good for the health

・Neru mae ni, kono kusuri o nomu to ii desu yo.*

Lesson 16 I go running and swimming

Hashittari, oyoidari shite imasu

Write down what languages you have studied and when

p127
・Sono jisho(o), kashite kudasai masen ka.*
・Kanji no kakikata o oshiete kudasai masen ka.*
・Ii desu yo. Doozo. / Sumimasen. Ima, chotto….
・Watashi wa shuu ni ikkai Nihongo o benkyoo shite imasu.*
・Itsuka Nihon ni ikitai desu.*

26

Read the program of an event

Make a simple presentation about the results of a
questionnaire

・Supootsu o yoku suru hito wa san-nin desu.*

47

Compliment a friend on his/her things

・Sono nekkuresu, suteki desu ne.

48

Talk about your things, saying when and from whom you got
them

・Kore, tanjoobi ni kare ni morattan desu.*

49

・Nihon de wa kekkon no oiwai ni donna mono o agemasu ka.
Talk brieﬂy about the custom of present-giving in your country ・
（Oiwai ni）E toka tokee o agemasu.*
・Heya ni kazaru mono ga ooi desu.*

Lesson 18 I think a party is a good idea

Itsuka Nihon ni ikitai desu

・Doo shitan desu ka.
Oﬀer help to someone with a problem / Accept an oﬀer of help ・Issho ni eki ni ikimashoo ka.*
・Sumimasen. / Arigatoo gozaimasu.

Read and answer a simple questionnaire on health

46

Lesson 17 I got this for my birthday Tanjoobi ni morattan desu

22

25

45

・Kenkoo no tame ni nani ka shite imasu ka.
・Yoga o shitari, toreeningu o shitari shite imasu.*
・Dono gurai shite imasu ka.
・Toreeningu wa shuu ni ni-kai desu.

９
Oiwai

Talk about your involvement in the culture of another country

Talk brieﬂy about what you usually do to stay healthy

Staying healthy

・Supeingo wa bunpoo ga muzukashikunai desu.*
・Arabiago wa hanasu no ga omoshiroi desu.*

24

44

Life and Culture

Talk about foreign languages you have studied

p86-p87

Talk about food you don't know much about

Lunch boxes

21

Enjoying the cultures of other countries

30

Life and Culture

Celebrations

Ask someone for help to understand or to learn a foreign
language / Respond to a request for help

・Nomimono wa nani ga ii desu ka.*
・Wain wa aka to shiro, docchi ga ii desu ka.*
・Ocha ga ii desu. / Nan de mo ii desu. / Docchi de mo ii desu.
・Ocha ni shimasu.

Oishisoo desu ne

Lesson 12 It looks delicious

・Daigaku no toki, Nihongo o benkyoo shimashita.

Lesson 10 I'd like to go to Japan some day

・Raishuu no pikunikku, tabemono wa doo shimasu ka.
・Watashi wa onigiri(o), motte ikimasu.*
・Abe-san wa onigiri desu ne. Onegaishimasu.

28

Say what languages you have studied and when

23

Main Expressions （ *Hakken ）

Nani o motte ikimasu ka

Eating
outdoors

20

Test and Reﬂection １
18

Lesson 11 What are you going to take to the picnic?

Moo yakee o mi ni ikimashita ka
・Moo tawaa ni ikimashita ka.
・Iie, mada desu.
・Tawaa o mi ni ikimasen ka.*
・Ii desu ne. Ikimashoo.* / Sumimasen. Tawaa wa chotto….

Life and Culture

Gaikokugo to
gaikoku-bunka

・Nichiyoobi, machiawase wa doo shimasu ka.
・Juu-ji ni JF-Hoteru no robii wa doo desu ka.
・Juu-ichi-ji de mo ii desu ka.*

16

Lesson 8 Have you been to see the night view yet?

Languages
and cultures
of other
countries

Goals

Massugu itte kudasai

12

writing

６

Kono kooen wa hirokute, kiree desu
・Kono atari ni wa iroirona mise ga arimasu.
・Kono kooen wa hirokute, kiree desu.*

reading

Topic

Nihon wa ima, haru desu

6

Lesson 4 It's a nice day, isn't it?

speaking and interacting

Life and Culture

Paathii ga ii to omoimasu

50

Discuss what to do for a friend's celebrations

・Abe-san no kekkon no oiwai, doo shimasu ka.
・Oiwai wa paathii ga ii to omoimasu.*
・Abe-san wa minna to hanashitai to itte imashita.*
・Gokekkon, omedetoo gozaimasu.

51

Read a congratulatory message for a wedding

52

Write a congratulatory message for a wedding

53

Thank someone for a present you receive

・Kore, Shin-san to watashi kara desu.
・Sutekina koohii-kappu desu ne. Arigatoo gozaimasu.

Giving presents

Test and Reﬂection ２
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