ないよういちらん 『まるごと 日本のことばと文化』初級 2 A2 ＜りかい＞
しょきゅう

トピック

か

1

だい 1 か

新しい
友だち

p21

ことば
かんじ

いい 名前ですね

だい 2 か
めがねを かけてい
る 人です

・ふくそう
・こうどう

「あべさんの 新しい
友だち」

・あの 女の人は かみが 長いです。
・かみが 長い 人
・あの 人は 歌を 歌っています。
・歌を 歌っている 人
兄、お兄さん、姉、お姉さん、弟、 ・やさしそうです。／上手そうです。
妹、家族、長い、短い、低い、 ・やさしそうな 人
上手、歌、歌います
・短く きります。／上手に 歌います。
・おいしそうに 食べています。

だい 3 か

・レストランの 料理
・料理の 材料

・この 店は おいしいので、よく 来ます。
・私が 好きなのは、ステーキです。
・野菜なら、この サラダが いいですよ。
客、注文、洋食、和食、牛肉、
・１つずつ／２本ずつ／３人ずつ
地方、有名、生、冷たい

何ですか

ことばと文化

レストランで 店の 人を よぶとき

3

だい 5 か

沖縄旅行

p53

持っていった ほう
が いいですよ
だい 6 か
見られます

4
日本祭

p69

だい 7 か
雨が ふったら、
どう しますか

始まりましたか

だい 9 か

「おすすめの レストラン」

「日本まつりの
・パウロさんは 日本語が 話せます。
ボランティア」
・日本語が 話せる 人
・雨が ふったら、ホールで ぼんおどりを します。

だい 10 か

・願い事

いい ことが
ありますように

て しまったんです

「新年の あいさつ」

・わかい 人が 楽しめるように、いろいろな イベ 「私の 願い事」
ントが あります。
・パーティーの 時間に おくれないように、
はやく 行きましょう。
幸せ、成長、長生き、願い事、
・たなばたの とき、願い事を 書いたり して、
合格、試験、大人、～式（成
楽しみます。
人式）、～市（さいたま市）
・たなばたの とき、いい ことが あるように 願い
ます。
・わるい ことが おこらないように かみさまに
いのりました。

14 世紀に
たてられました

せいかつと
エコ

p135

・京都は いつ 来ても、楽しめます。
・妹と 2 人で 京都に 来ました。
京都、神社、お寺、仏教、歴史、 ・京都は ８世紀の 終わりに てんのうによって
世界、中心、～世紀（８世紀）、 つくられました。

「私の 町の 歴史と 文化」

～的（日本的、歴史的）
「博物館の 紹介」*

有名だそうです

・この 絵は 日本で 一番 古い マンガだそうです。 「まるごと博物館の
・イベントを 知らせるために、カレンダーを 作り サービス」
飲食、禁止、説明、道具、博物館、 ます。
・おみやげを 買いたい 人の ために、店が ありま
必要、～階（２階）
す。
・受付に イベントカレンダーが おいてあります。

だい 15 か

・エコ活動

「私の エコ活動」

ままですよ

「エコ活動 アンケート」
・会議室の 電気が ついたままです。
・私は 自分の はしを 使うように しています。
油、紙、温度、活動、会議室、 ・私は わりばしを 使わないように しています。
寒い、出します、～度（28 度）、 ・自分の はしは、ごみを へらすのに いいです。
～点（100 点）

だい 16 か

・いらない もの

電気が ついた

フリーマーケットで

・服が 着られなく なりました。
服、自転車、自動車、売ります、 ・服が 着られなく なったら、どう しますか。
貸します、返します、変わります、 ・ゆうこさんは ネクタイを バッグに しました。
・ペットボトルが ふくに なりました。
〜用（子ども用）

ことばと文化

ほかの 人に ちゅういする とき

9

だい 17 か
この 人、
知っていますか

p151

だい 18 か
子どもでしたか

「きせつの あいさつ」

「売ります・あげます」

「子どもの 服」*

・しょくぎょう
・人生の できごと

「ヤンさんの 人生」
・この 歌手は ２回目の 結婚を するそうです。
・この 人は 画家に なってから、フランスに 行き
ました。
人生、歌手、選手、画家、作家、 ・フランスに 行ってから、ずっと お金が ありま
入学、卒業、病気、若い、生
せんでした。
まれます
・画家は なくなるまで、フランスで 絵を かきま
した。
・この 画家は 一番 有名かもしれません。

「カーラさんの 人生」

「子どもの ときの 思い
・私は 母に しかられました。
出」
・私は 先生に 絵を ほめられました。
・朝 早く 起きるように なりました。
思い出、生活、映画、夫、妻、 ・夜 テレビを 見なく なりました。
両親、不便、選びます、寝ます ・病気が よくなって、何でも 食べられるように
なりました。
・しゅうしょくしてから、友だちに あまり 会えな
く なりました。

「今、私は」*

・思い出
・きもち

どんな

ことばと文化

「むかしの 京都」

・博物館
・いろいろな しせつ

だい 14 か
この 絵は とても

人生

友だちの あまり よくない きんきょうを 聞いた とき

テストとふりかえり 2
「ゆめの ために」*

「しつもんへの へんじ」*

・ねんだい
・歴史的な ところ

売ります

「ボランティアの
もうしこみ」

「ユーザーコメント」
・この アイロンは 重すぎて、使いにくいです。
機能、省エネ、日本製、重い、 ・この アイロンは 軽くて、使いやすいです。
どちらが 安いですか。
軽い、静か、早く、こっちの方、 ・A モデルと B モデル（と）、
・B の 方が 安いです。
洗います、満足します

・電気製品の せつめい

この お寺は

さくぶん
「電気製品についての
しつもん」

だい 13 か

8

どっかい

「ネットショッピングの
・せんぷう機が 動かなく なりました。
・せんぷう機が 動かなく なって しまいました。 アンケート」
商品、電気製品、電子レンジ、 ・ネットショッピングは 時間を 気に しないで
買い物できます。
～機（そうじ機）、店員、調子
が悪い、動きます、考えます、 ・電子レンジが とどくまで、１週間 かかりました。
音が出ます

7
歴史と
文化の 町

かいわとぶんぽう きほんぶん

・電気製品
・インターネットショッピング

じぶんの いけんと ちがう いけんを 言われた とき

「日本祭の アンケート」 「ボランティアの
・じゅんびは もう 終わりましたか。
かんそう」*
・いいえ、まだ 終わっていません。
・ペンは まだ ありますか。／まだ じゅんびを
祭り（日本祭）、会場、入場料、
していますか。
参加者、急ぎます、決めます、
・ペンは もう ありません。／ペンは もう 全部
知ります
お客さんに あげました。
・コンサートが 何時に 始まるか、知っていますか。

していましたか

そうじ機が こわれ

ことばと文化

「私の 国の 食べ物」*

「おれいの メール」*

・カレンダー
・きもち

かんじ

p103

p119

「ツアーの かんそう」
・おしろの 中が 見られます。
観光地、女性、男性、動物、空気、 ・今日の ツアーは おどりも 見たし、音楽も 聞い
たし、楽しめました。
料金、無料、明るい、便利、
～中（一年中）

・休みは メキシコに 帰っていました。
・親に 会えて、よかったです。
正月、年末、年始、親、忙しい、 ・友だちに 会えなくて、ざんねんでした。
・今年は 休みが 3 日しか ありませんでした。
特別、帰国、喜びます
・私の 休みは 3 日間だけでした。

お正月は どう

p85

ことばと文化

だい 11 か

ことば

だい 12 か

「旅行についての
しつもん」

受付、広場、問題、同じ、集
まります、始まります、終わり
ます、中止します、教えます

6

・イベント

コンサートは もう

特別な 日

「私が 好きな人」*

・ぼうしを 持っていった ほうが いいと 思います。「旅行の アドバイス」
・9 月は 行かない ほうが いいですよ。
木、森、島、自然、船、暑い、 ・沖縄に 行く とき、船で 行きました。
帰ります、予約します、運転し
ます、～中（旅行中）

・ボランティアの 仕事

だい 8 か

5

「レストランの 注文」

・観光

イルカの ショーが

か

安いです

・自然
・旅行

ぼうしを

「私の しゅみ」

トピック

こっちの 方が

・ちょうみりょう
・食べ方

食べますか

さくぶん

ネット
ショッピング

「日本の マヨネーズ」
・食べては いけません／だめです。
・飲んじゃ だめです／いけません。
・飲み物は かんぱいしてから、飲みましょう。
・とうふステーキに 塩を かけて 食べます。
ご飯、塩、全部、～方（食べ方）、 ・何も つけないで 食べます。
熱い、苦手、入れます
・とうふステーキに マヨネーズを つけて 食べる
と、おいしいです。

だい 4 か
どうやって

p168-p169
＊ PDF のみ：URL → p9

12 月 31 日の あいさつ

テストとふりかえり 1

10

「あかちゃんの 名前」

2

おすすめは

どっかい

・１番目の 男の子と いう 意味
・さいたまと いう ところ
自己紹介、名前、意味、本屋、 ・先週（私が）買った 本
近く、住みます、働きます、
～番目（1 番目）

かぞくを ほめられたとき

p37

きほんぶん

・自己紹介
・せいかく

ことばと文化

店で 食べる

かいわとぶんぽう

p101-p102

11

Table of Contents

Vocabulary

Topic

Lesson

1

Lesson 1

・Self introductions

New friends

That's a good name

・Personality

Ii namae desu ne

Kanji

Atarashii
tomodachi

p21

自己紹介、名前、意味、本屋、
近く、住みます、働きます、
～番目（1 番目）

Basic sentences in Conversation &
Grammar
・Ichi-banme no otoko-no-ko to yuu imi
・Saitama to yuu tokoro
・Senshuu watashi ga katta hon

・Ano onna-no-hito wa kami ga nagai desu.
・Kami ga nagai hito
・Ano hito wa uta o utatte imasu.
・Uta o utatte iru hito
兄、お兄さん、姉、お姉さん、
・Yasashisoo desu. / Joozusoo desu.
弟、妹、家族、長い、短い、 ・Yasashisoona hito
低い、上手、歌、歌います
・Mijikaku kirimasu. / Joozuni utaimasu.
・Oishisooni tabete imasu.

Writing

Topic

Lesson

A name for their

My hobbies

6

Lesson 11

baby

My vacuum cleaner
has broken

Nettoshoppingu

・Clothing

Abe-san's new

She is the person
wearing glasses

・Actions

friends

Online
shopping
A person I like*

p103

Kono otera
wa 14-seeki ni
tateraremashita
Lesson 14
I hear that this
painting is very
famous

世界、中心、～世紀（８世紀）
、
～的（日本的、歴史的）
・Museums

・Kono e wa Nihon de ichiban furui manga da
soo desu.
・Ibento o shiraseru tame ni, karendaa o
tsukurimasu.
飲食、禁止、説明、道具、博
・Omiyage o kaitai hito no tameni, mise ga
物館、必要、～階（２階）
arimasu.
・Uketsuke ni ibento-karendaa ga oite arimasu.

Services in the

Introducing a

・Various facilities

Marugoto Museum

museum*

・Kaigishitsu no denki ga tsuita mama desu.
・Watashi wa jibun no hashi o tsukau yooni shite
油、紙、温度、活動、会議室、 imasu.
寒い、出します、～度（28 度）
、 ・Watashi wa waribashi o tsukawanai yooni shite
imasu.
～点（100 点）
・Jibun no hashi wa gomi o herasu no ni ii desu.

Questionnaire
about eco-friendly

My eco-friendly
activities

mayonnaise

country*

Okinawa trip
Okinawa
ryokoo

p53

Japan
Festival

Nihon-matsuri

p69

・Sightseeing

dolphin show

観光地、女性、男性、動物、
空気、料金、無料、明るい、
便利、～中（一年中）

Lesson 7
What do we do if it
rains?

Ame ga futtara, doo
shimasu ka
Lesson 8
Has the concert
started already?

Konsaato wa moo
hajimarimashita ka

5
Special days
Tokubetsuna
hi

p85

木、森、島、自然、船、暑い、
帰ります、予約します、運転
します、～中（旅行中）

Lesson 6
You can watch a

Iruka no shoo ga
miraremasu

4

Lesson 10
Wishing for good
things to happen

Ii koto ga arimasu
yooni

Test and Reflection 1

8

・Volunteer jobs

受付、広場、問題、同じ、集
まります、始まります、終わり
ます、中止します、教えます

Advice for a trip

Questions about
my trip

Life and
eco-friendly
activities

Seekatsu to
eko
・Oshiro no naka ga miraremasu.
・Kyoo no tsuaa wa odori mo mita shi, ongaku
mo kiita shi, tanoshimemashita.

・Pauro-san wa Nihongo ga hanasemasu.
・Nihongo ga hanaseru hito
・Ame ga futtara, hooru de bon-odori o shimasu.

・Junbi wa moo owarimashita ka.
・Iie, mada owatte imasen.
・Pen wa mada arimasu ka. / Mada junbi o shite
祭り（日本祭）、会場、入場料、 imasu ka.
参加者、急ぎます、決めます、 ・Pen wa moo arimasen. / Pen wa moo zenbu
知ります
okyakusan ni agemashita.
・Konsaato ga nanji ni hajimaru ka, shitte imasu
ka.

・Events

Lesson 9
・Dates in the calendar
・Yasumi wa Mekishiko ni kaette imashita.
What did you do during ・Feelings
・Oya ni aete, yokatta desu.
your New Year's
・Tomodachi ni aenakute, zannen deshita.
holiday?
正月、年末、年始、親、忙しい、 ・Kotoshi wa yasumi ga mikka shika
arimasendeshita.
特別、帰国、喜びます
Oshoogatsu wa doo
・Watashi no yasumi wa mikka-kan dake deshita.
shite imashita ka

Language and Culture

p119

Calling over a waiter/waitress in a restaurant

Booshi o motte itta
hoo ga ii desu yo

・Wakai hito ga tanoshimeru yooni iroirona
ibento ga arimasu.
・Paathii no jikan ni okurenai yooni hayaku
ikimashoo.
幸せ、成長、長生き、願い事、 ・Tanabata no toki, negaigoto o kaitari shite,
tanoshimimasu.
合格、試験、大人、～式（成
・Tanabata no toki, ii koto ga aru yooni
人式）、～市（さいたま市）
negaimasu.
・Warui koto ga okoranai yooni kamisama ni
inorimashita.

・Wishes

questions*

culture of my town

Rekishi to
bunka no
machi

・Booshi o motte itta hoo ga ii to omoimasu.
・9-gatsu wa ikanai hoo ga ii desu yo.
・Okinawa ni iku toki, fune de ikimashita.

Kocchi no hoo ga
yasui desu

The history and

Food from my

地方、有名、生、冷たい

Lesson 5
・Nature
You'd better take a hat ・Travel

Replying to

・Kono airon wa karukute, tsukaiyasui desu.
機能、省エネ、日本製、重い、 ・A-moderu to B-moderu（to）, dochira ga yasui
軽い、静か、早く、こっちの方、 desu ka.
・B no hoo ga yasui desu.
appliance

times

Japanese

3

User comments

This one is cheaper

音が出ます

Kyoto in olden

・Tabetewa ikemasen / dame desu.
・How to eat
・Nonja dame desu / ikemasen.
・Nomimono wa, kanpaishite kara, nomimashoo.
・Toofu-suteeki ni shio o kakete tabemasu.
ご飯、塩、全部、～方（食べ方）
、
・Nani mo tsukenaide tabemasu.
熱い、苦手、入れます
・Toofu-suteeki ni mayoneezu o tsukete taberu
to, oishii desu.

Language and Culture

・Description of an electrical ・Kono airon wa omosugite, tsukainikui desu.

・Kyooto wa itsu kitemo, tanoshimemasu.
・Imooto to futari de Kyooto ni kimashita.
京都、神社、お寺、仏教、歴史、 ・Kyooto wa 8-seeki no owari ni tennoo ni yotte
tsukuraremashita.

recommend

Dooyatte tabemasu ka

Lesson 12

Soojiki ga kowarete
shimattandesu

・Historic sites

restaurant

p37

an electrical
appliance

This temple was built
in the 14th century

A town rich
in history and
culture

・Seasonings

Questions about

about online
shopping

7
A restaurant I

Osusume wa nan desu
ka
Lesson 4
How do you eat this?

Questionnaire

When someone's opinion differs to yours

Ordering at a

Mise de
taberu

・Senpuuki ga ugokanaku narimashita.
・Senpuuki ga ugokanaku natte shimaimashita.
商品、電気製品、電子レンジ、 ・Netto-shoppingu wa jikan o ki ni shinaide
kaimono-dekimasu.
～機（そうじ機）、店員、調子
・Denshi-renji ga todoku made, 1-shuukan
が悪い、動きます、考えます、
kakarimashita.

・Eras

・Kono mise wa oishii node, yoku kimasu.
・Ingredients of dishes
・Watashi ga sukina no wa, suteeki desu.
・Yasai nara, kono sarada ga ii desu yo.
客、注文、洋食、和食、牛肉、
・Hitotsu zutsu / 2-hon zutsu / 3-nin zutsu

What do you
recommend?

・Electrical appliances
・Online shopping

Lesson 13

2
Eating out

Writing

洗います、満足します

When somebody compliments a member of your family
・Dishes at a restaurant

Basic sentences in Conversation &
Grammar

Reading

Kanji

Language and Culture

Language and Culture
Lesson 3

Vocabulary

Reading

Lesson 2

Megane o kaketeiru
hito desu

18

Marugoto: Japanese Language and Culture   Elementary2 A2
〈 Coursebook for Communicative Language Competences 〉

My comments
about a tour

Volunteers for the
Japan Festival

Thank you e-mail*

Applying for
volunteer work

p135

Lesson 15
The light has been
left on

Denki ga tsuita mama
desu yo
Lesson 16
I'll sell it at the
fleamarket

Furiimaaketto de
urimasu

Items for sale/free

Children's clothes*

Reminding someone of something they were supposed to do

・Kono kashu wa 2-kaime no kekkon o suru soo
desu.
・Kono hito wa gaka ni nattekara, Furansu ni
人生、歌手、選手、画家、作
ikimashita.
家、入学、卒業、病気、若い、 ・Furansu ni ittekara, zutto okane ga
生まれます
arimasendeshita.
・Gaka wa nakunaru made, Furansu de e o
kakimashita.
・Kono gaka wa ichiban yuumee
kamoshiremasen.

Yan-san's life

Kaara-san's life

・Watashi wa haha ni shikararemashita.
・Watashi wa sensee ni e o homeraremashita.
・Asa hayaku okiru yooni narimashita.
思い出、生活、映画、夫、妻、 ・Yoru terebi o minaku narimashita.
両親、不便、選びます、寝ま ・Byooki ga yokunatte, nan demo taberareru
yooni narimashita.
す
・Shuushoku-shite kara, tomodachi ni amari
aenaku narimashita.

Childhood
memories

Now, I am...*

People's lives
Jinsee

is?

Kono hito, shitte imasu
ka

Comments on
volunteer work*
Lesson 18
What kind of child
were you?

Season's
greetings

Test and Reflection 2
For my dream*

・Fuku ga kirarenaku narimashita.

服、自転車、自動車、売ります、 ・Fuku ga kirarenaku nattara, doo shimasu ka.
貸します、返します、変わりま ・Yuuko-san wa nekutai o baggu ni shimashita.
・Pettobotoru ga fuku ni narimashita.
す、〜用（子ども用）

・Occupations
・Events in one's life

Lesson 17
Do you know who this

Language and Culture

My wish

・Things no longer of use

activities

9

Donna kodomo deshita
ka
New Year's
greetings

・Eco-friendly activities

Language and Culture

p151
Questionnaire
about the Japan
Festival

Kono e wa totemo
yuumee da soo desu

・Memories
・Feelings

When your friend tells you about his/her recent frustrations

p168-p169
＊ PDF only : URL → p17

Greeting people on New Year's Eve

p101-p102
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