ないよういちらん 『まるごと 日本のことばと文化』初中級（A2/B1）
：やりとり
トピック

じゅんび

きいてはなす

ごい／漢字

かつどう

1

・スポーツの名前

スポーツの
試合

・スポーツを見に行く
・スポーツの試合

1

Can-do（レベル）

2

ひょうげん

ことばと文化

友だちを外出にさそう／さそいをう ・試合が日曜日ならだいじょうぶなんです 友 だ ちを 外 出 にさ
ける（B1）

が。

かつどう
6

Can-do（レベル）

：よむ

ぶんぽう・ぶんけい

おわびのメールとへんじのメールか ・V- なければ なりません／ V- なきゃ い ・土曜日に父の知りあいをむかえに行かなければなりません。
ら、じじつと書いた人の気持ちを

そってことわられた

読みとる（B1）

りゆうを言ってさそいをことわる ・テレビで、おもしろい試合になるって とき
（A2）

：はなす

よんでわかる

／行かなきゃいけません。

けません
・イ A ／ナ A ＋ さ、V- ます
・と／で／へ／から／まで ＋ の

言って（い）ましたよ。

p24

・選手のプレーのすばらしさにかんどうしました。／勉強が忙しいか
ら、友だちのさそいをことわりました。
・来月のマリナーズとの試合、いっしょに行きましょう。

サッカー場、試合、日

3

曜日、強い、弱い、勝つ、

りゆうを言ってやくそくをキャンセ ・じつは、明日の試合、行けなくなったん
ルする（B1）

7

外出の報告のメールから、じじつと
書いた人の気持ちを読みとる（B1）

です。

負ける、2 対１
4

スポーツの試合で好きなチームをお ・がんばれ／負けるな／…

5

自分が見たスポーツの試合につい

うえんする（A2）

（めいれいけい）

て話す（A2）

2

・家と近くにあるもの

家をさがす

・住む家のじょうけん

8

住むところをさがすのにだいじなポ ・文の終わり方：
イントは何か話す（A2）

いろいろさがして（い） 知りあったばかりの

10

サイトのきじから、どんな家に住ん ・イ A- く ても／なくても

るんですけど。／いいところがあまりな 人に 家 族 やお 金 の

でいるか、そのりゆうは何か読みと

くて。／…

る（A2）

ことなどを聞くとき

・せまくてもがまんしています。／不便でもここに住みたいです。

ナ A ／ N でも／じゃなくても

・もっと広いへやがあれば、ひっこしたいです。

・ S1 ば／なければ、 S2

p34
庭、公園、病院、交通、 9

自分が住んでいるところについて話 ・広くていい家があったから、決めました。

通 勤、 安 全、 危 な い、

す（B1）

遠い、勤める、〜以上（2

11

サイトのきじから、仕事と住むとこ
ろについて書いた人の考え方を読

・会社まで少し遠いけど、いい家があった

みとる（B1）

から、決めました。

時間以 上）
、〜以下（6
万円以下）

3

・国の料理

ほっとする
食べ物

・食生活

12

外国の食べ物についてどう思うか話 ・うどんは、外国の人には、味がうすくな 苦 手 な 食 べ 物 に つ
す（B1）

いですか。

14

サイトのきじから、書いた人にとっ ・N2 みたいな N1 ／ N1 は N2 みたいで ・ラーメンみたいな食べ物／ベジマイトは（見た目が）ジャムみたい
てないとこまる食べ物とはどんなも

いて話すとき

のか読みとる（A2）

・定食は量が少なすぎませんか。

す
・

です。
ないです／

ありません

・ラーメンは毎日食べてもあきないです。／ベジマイトはあまくあり
ません。

p44
海 外、 食 生 活、 健 康、 13

自分の食生活について話す（B1）

家庭料理、材料、量、米、

・近所のスーパーに何でもあるから、問題

15

〜食（朝食、昼食、夕食、

サイトのきじから、食生活について
書いた人の考え方を読みとる（B1）

ないです。
・私、日本人なので、白いご飯とみそしる

外食、定食）

が一番ほっとするんですよ。

4

・訪問の表現

16

客を家の中にあんないする（A2）

訪問

・家族のよび方

17

家族を客に紹介する（A2）

・むすこのしょうです。／しょう、おねえ 家族をよぶとき

19

ちゃんは？

・会話のトピック

サイトのきじから、書いた人が友だ ・N（ひと）は／が V- て くれます

・アニスさんが家によんでくれました。

ちの家を訪問した日のことや、その ・N（ひと）に V- て もらいます

・アニスさんにつうやくをしてもらいました。

ときの気持ちを読みとる（B1）

p54
住 所、訪問、経験、親 18

外国などで生活した経験や思い出 ・ていねいたい／ふつうたい 1：

切、座る、立つ、〜観（人

について話す（B1）

・外国語を学ぶ目的

ことばを学ぶ
楽しみ

・外国語を学ぶ方法

20

訪問客へのおれいのメールから、書
いた人の気持ちを読みとる（B1）

く旅行したね。

生観）
、
約〜（約 6 年間）

5

親切な

人が多くてたすかりました。／家族でよ

21

外国語を勉強する方法について話す ・せっきょくてきに英語を話すようにして 外 国 人の 友 だ ちが
（A2）

23

います。／はやい会話も聞きとれるよう ことばの使い方をま

サイトのきじから、外国で日本語を ・V-（よ）うと 思っています

・大学を卒業したら、日本に留学しようと思っています。

学ぶ方法を読みとる（A2）

・つぎの試験は、いいせいせきがとれそうです。／私にも読めそう

・V- そうです／ V- そうな N
・
（数量）も

になりました。／上手になれるように、 ちがえたとき
毎日英語のニュースを見ています。／…

な本
・きのうは 3 時間もチャットをしました。／チャットは楽しいので、

p64

何時間もやります。
計画、自信、方法、目的、 22

外国語をクラスで学ぶ楽しみについ ・ていねいたい／ふつうたい 2：

難しい、通じる、習う、

て話す（B1）

学ぶ、〜級（初級、中級、

日本語

24

友だちのメールから、その人の外国

つづいてますね。／英語の学校、
の学校、

語の勉強の経験と今の気持ちを読

つづいてるね。

みとる（B1）

上級）

テストとふりかえり１
10

p74-p75
11

：やりとり
トピック

6
結婚

じゅんび

きいてはなす

ごい／漢字

かつどう

・人 生のいろいろなで 25
きごと

Can-do（レベル）

ひょうげん

ことばと文化

友だちの最近のニュースについて別 ・のりかさんは、今、きっと幸せでしょう 友 だ ち の うわさを
の友だちと話す（A2）

・人とこうさいする

かつどう
28

聞いておどろいたと

ね。
・何かお祝いをしようと思うんですが。

p76

：はなす

：よむ

よんでわかる
Can-do（レベル）

ぶんぽう・ぶんけい

サイトのきじから、結婚するふたり ・V- て あげます

・（私は）のりかの願いを聞いてあげます。

がどんな結婚式にしたいか読みとる ・V- なくても いいです／だいじょうぶで ・大きなパーティーはしなくてもいいです。

き

（B1）

す

（いこうけい）
相 手、 気 持 ち、 恋 人、 26

友だちについて聞いた話をほんに ・のりかさん、聞きましたよ。／結婚する

出 会 い、 最 近、 最 高、

んにたしかめる（B1）

29

結婚についてしらべたけっかを読ん
で、だいじなポイントをりかいする

そうですね。／やさしい人なんですよね。

（B1）

出席、招待、〜合う（知
り合う）
27

友だちのために、メモを見て結婚式
のスピーチをする（A2）

7
なやみ相談

p86

・なやんでいるときの行 30
動
・なやんで い る人に 対 31

ほかの人の心配なようすについて話 ・ちょっとつかれて（い）て（元気があり 人の 話 を 聞 いて い

33

なやみ相談のサイトのきじから、な ・ S1（ ふ つ う け い plain form） の に、 ・せっかく会っているのに、友だちはカレシと長電話をします。

す（A2）

ません）
。／仕事のことでちょっと（こ るとき

いようと相談している人の気持ちを

元気がない人にこえをかける（A2）

まっています）
。

読みとる（B1）

する行動

S2
・（N（ひと）に）V- て／ V- ないで ほし

・私は S 子にマナーをまもってほしいです。／長電話をしないでほし
いです。

いです

・いろいろななやみ
社 会 人、 職 場、 給 料、 32

ほかの人のなやみについてしらべ ・私の職場でも、同じかもしれません。

人間関係、親友、恋愛、

て、けっかとかんそうを話す（B1）

34

で、だいじなポイントをりかいする

相談、心、心配、不安

8
旅行中の
トラブル

なやみ 相談へのアドバイスを読ん
（B1）

・空 港の中のいろいろ 35
な場所

空港でアナウンスがわからないとき ・もうすぐ飛行機に乗れるそうです。

旅 行 中、 知ら な い

に、ほかの人に聞く／答える（A2）

人に何か聞くとき

39

・空港でのアナウンス

（人が）N を V（他動詞：transitive
サイトのきじから、書いた人が経験 ・

・ホテルの人が電気をつけます。

した旅行中のトラブルとそのときの

verb）

気持ちを読みとる（B1）

N が V（自動詞：intransitive verb） ・ホテルの人は歩きながら、ホテルの歴史を説明しました。

・空港でのトラブル

電気がつきます。

・V1- ながら V2

p96
お客様、手続き、飛行 36

自分がどこで何をしていたか、思い ・ていねいたい／ふつうたい 3：

機、変更、予定、利用、

出して言う（B1）

忘れ物、助ける、〜航 37

どこかに忘れ物をした友だちを助

空
（JF 航空）
、〜便
（115

ける（A2）

ありま

40

サイトのきじから、書いた人が経験
した旅行中のトラブルと、それを今

した。／あった！

どう考えているか読みとる（B1）

便）

9

・いろいろな会社

仕事をさがす

・職場について

・助けて！／すみません、だれか！／…

38

だれかに助けをもとめる（A2）

41

会社の受付で、会いたい人にとりつ ・ていねいな言い方：
いでもらう（A2）

もうしわけござい 客 に 対 するて い ね

ません。／少々お待ちください。／…

43

いさ

しゅうしょくの相談とへんじのメー ・V- る ことが できます

・ヨーロッパのじょうほうを集めることができます。

ルから、書いた人が何を思ってい ・V1- る より V2- る ほうが イ A ／ナ A ・人の前で話すよりレポートを書く方がとくいです。

・仕事をする

るか読みとる（B1）

です

p106
体力、協力、担当、報 42

勤めている会社と自分の仕事につい ・留学が終わったら、日本の会社で働き

告、連絡、募集、輸出、

て話す（B1）

輸入

テストとふりかえり 2

12

たいと思って（い）るんです。

44

しゅうしょく活動のかんそうを書い
たメールから、書いた人の気持ち
や考えを読みとる（B1）

p116-p117
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"Marugoto: Japanese Language and Culture "
Pre-Intermediate（A2/B1）

Table of Contents

：interacting
Preparation

Listen and Talk

Vocabulary / Kanji

Can-do ＜ Activities ＞（level）

：speaking

：reading

Read and Understand

Topic

1
Sports Games

Spootsu no
shiai

・Names of sports
・Going to see a
sports game
・Sports games

Main Expressions

1

Invite a friend out / Accept an
invitation（B1）

2

Decline an invitation and give a
reason（A2）

・Shiai ga nichiyoobi nara daijoobunan
desu ga.
・Terebi de, omoshiroi shiai ni narutte
itte(i)mashita yo.

3

Cancel an appointment and give
a reason（B1）

・Jitsu wa, ashita no shiai, ikenaku
nattan desu.

4

Cheer on your favourite team in a ・Ganbare/Makeru na / …
(imperative form)
sports game（A2）

5

Talk about a sports game which
you saw（A2）

8

・End of sentences： Iroiro sagashite
Talk about what is important for
(i)run desu kedo. / Ii tokoro ga amari
you when looking for somewhere
nakute. / …
to live and why（A2）

Language and Culture

Responding when
your invitation to a
friend to go on an
outing is declined

Can-do ＜ Activities ＞（level）

Grammar and Sentence Patterns

6

Read e-mails of apology and their ・V-nakereba narimasen / V-nakya
ikemasen
replies and understand the facts
・I-Adj. / NA-Adj. ＋ sa, V-masu
and the writers' feelings（B1）
・to / de / e / kara / made ＋ no

7

Read an e-mail giving a report
of an outing and understand the
facts and the writers' feelings（B1）

p24
サッカー場、試合、日
曜日、強い、弱い、勝つ、
負ける、2 対１

2
Looking for a
House

Ie o sagasu

p34

・Houses and things
found around
houses
・Important
considerations when
choosing a place to
live

庭、公園、病院、交通、 9
通 勤、 安 全、 危 な い、

Asking someone
you have just met
about personal
things like family
and money

10

Read an article from a website
and understand what kind of
place the writer lives in and why
（A2）

・ I-Adj.ku temo / nakutemo
NA-Adj. / N demo / janakutemo
・ S1 ba / nakereba, S2

・Semakutemo gaman shite imasu.
・Fubendemo koko ni sumitai desu.
・Motto hiroi heya ga areba, hikkoshitai desu.

・N2 mitaina N1 / N1 wa N2 mitai desu
・
nai desu /
arimasen

・Raamen mitaina tabemono / Bejimaito wa (mitame ga) jamu
mitai desu.
・Raamen wa mainichi tabetemo akinai desu. / Bejimaito wa
amaku arimasen.

Talk about the place where you
live（B1）

・Hirokute ii ie ga atta kara,
kimemashita.
・Kaisha made sukoshi tooi kedo, ii ie
ga atta kara, kimemashita.

11

Read an article from a website
and understand what the writer
thinks about his / her job and the
place where he / she lives（B1）

Talk about what you think of
foreign food（B1）

・Udon wa, gaikoku no hito ni wa, aji ga Talking about food
you do not like
usuku naidesu ka.
・Teeshoku wa ryoo ga sukunasugimasen
ka.

14

Read an article from a website
and understand what the writer
says about the food he / she
cannot live without（A2）

15

Read an article from a website
and understand what the writer
thinks about eating habits（B1）

19

・N (person) wa / ga V-te kuremasu
Read an article from a website
・N (person) ni V-te moraimasu
and understand what the writer
did and how he / she felt when he
/ she visited his / her friend（B1）

20

Read a thank you e-mail to a
visitor from a foreign country and
understand the writer's feelings（B1）

23

Read an article from a website
and understand how to learn
Japanese outside Japan（A2）

24

Read an e-mail from a friend and
understand his / her past foreign
language learning experience
and how he / she feels about it
now（B1）

遠い、勤める、〜以上（2

・Doyoobi ni chichi no shiriai o mukaeni ikanakereba
narimasen. / ikanakya ikemasen.
・Senshu no puree no subarashisa ni kandoo-shimashita.
/ Benkyoo ga isogashii kara, tomodachi no sasoi o
kotowarimashita
・Raigetsu no Marinaazu to no shiai, isshoni ikimashoo.

時間以 上）
、〜以下（6
万円以下）

3
My Comfort
Food

Hotto suru
tabemono

p44

・Typical food of
diﬀerent countries
・Eating habits

12

海 外、 食 生 活、 健 康、 13
家庭料理、材料、量、米、
〜食（朝食、昼食、夕食、
外食、定食）

4
Visiting
Someone

Hoomon

p54

・Expressions used
when visiting
someone
・How to address
family members
・Topics for
conversation

16
17

住 所、訪問、経験、親 18
切、座る、立つ、〜観（人

Talk about your eating habits（B1） ・Kinjo no suupaa ni nandemo aru
kara, mondai nai desu.
・Watashi, Nihonjin na node, shiroi
gohan to misoshiru ga ichiban hotto
surun desu yo.
Show a visitor around your house ・Musuko no Shoo desu. / Shoo,
oneechan wa?
（A2）

Addressing family
members

Introduce your family members to
a visitor（A2）

・formal/informal style 1：Shinsetsuna
Talk about your experience and
hito ga ookute tasukarimashita. /
memories of living overseas（B1）
Kazoku de yoku ryokoo-shita ne.

生観）
、
約〜（約 6 年間）

5

・Reasons for learning 21
foreign languages

The Pleasure ・ How to learn foreign
of Learning
languages
Other
Languages

Kotoba o
manabu
tanoshimi

p64

計画、自信、方法、目的、 22
難しい、通じる、習う、
学ぶ、〜級（初級、中級、
上級）

Test and Reﬂection 1
20

Talk about how to learn a foreign
language（A2）

・Sekkyokutekini Eego o hanasu
yooni shite imasu. / Hayai kaiwa mo
kikitoreru yooni narimashita./Joozuni
nareru yooni, mainichi Eego no
nyuusu o mite imasu. / …

Talk about the pleasure of
learning a foreign language in a
language class（B1）

・formal/informal style 2：Nihongo no
gakkoo, tsuzuitemasu ne. / Eego no
gakkoo, tsuzuiteru ne.

Responding when
a foreign friend
makes a mistake
speaking your
language

・V-(yo) o to omotte imasu
・V-soo desu / V-soona N
・Quantity + mo

・Anisu-san ga ie ni yonde kuremashita.
・Anisu-san ni tsuuyaku o shite moraimashita.

・Daigaku o sotsugyoo-shitara, Nihon ni ryuugaku-shiyoo to
omotte imasu.
・Tsugi no shiken wa, ii seeseki ga toresoo desu. / Watashi ni
mo yomesoona hon
・Kinoo wa san-jikan mo chatto o shimashita. / Chatto wa
tanoshii node, nan-jikan mo yarimasu.

p74-p75
21

：interacting
Preparation

Listen and Talk

Vocabulary / Kanji

Can-do ＜ Activities ＞（level）

・Life events
・Socialising with
people

25

：speaking

：reading

Read and Understand

Topic

6
Weddings and
Marriage

Main Expressions

Language and Culture

Listening to gossip
Talk about a friend's recent news ・Norika-san wa, ima, kitto shiawase
deshoo ne.
from a friend and
with another friend（A2）
・Nani ka oiwai o shiyoo to omoun desu showing surprise
ga. (volitional form)

Can-do ＜ Activities ＞（level）

Grammar and Sentence Patterns

28

Read an article from a website
about a couple who are planning
to get married and understand
what kind of wedding they would
like（B1）

・V-te agemasu
・V-nakutemo ii desu / daijoobu desu

・(Watashi wa) Norika no negai o kiite agemasu.
・Ookina paathii wa shinakutemo ii desu.

29

Read the results of some
research on marriage and
understand the main points（B1）

33

Read an article from a website
oﬀering advice for problems and
understand what the problem is
and how the person feels（B1）

・ S1 (plain form) noni, S2
・ (N (person) ni) V-te / V-naide hoshii
desu

・Sekkaku atte iru noni, tomodachi wa kareshi to nagadenwa
o shimasu.
・Watashi wa Esuko ni manaa o mamotte hoshoii desu. /
Nagadenwa o shinaide hoshii desu.

Kekkon

p76

相 手、 気 持 ち、 恋 人、 26
出 会 い、 最 近、 最 高、
出席、招待、〜合う（知

・Norika-san, kikimashita yo. /
Check with a friend whether
Kekkonsuru soodesu ne. / Yasashii
something you heard about him
hito nan desu yo ne.
/ her from another person is true
（B1）

り合う）

7

・Things people do
when they are

Talking about
worried
Personal
・Helping someone
who is worried
Problems

Nayamisoodan

・Problems

p86

人間関係、親友、恋愛、

27

Make a wedding speech for a
friend, using notes（A2）

30

Talk about people who look
worried（A2）

31

Talk to someone who looks
worried（A2）

社 会 人、 職 場、 給 料、 32
相談、心、心配、不安

8
Problems
When
Travelling

Ryokoo-chuu
no toraburu

p96

・Places in an airport
・Announcements in
an airport
・Problems in an
airport

35

お客様、手続き、飛行 36
機、変更、予定、利用、
忘れ物、助ける、〜航

Find out about what things other
people are worried about and
report the results with your
comments（B1）

Shigoto o
sagasu

p106

・Types of company
・The workplace
・Work

22

・formal/informal style 3：Arimashita. /
Atta!

39

・(N (person) ga) N o V (transitive verb)
Read an article from a website
N ga V (intransitive verb)
and understand the problems
・V1-nagara V2
the writer experienced while
travelling and how he / she felt at
the time（B1）

40

Read an article from a website
and understand the problems
the writer experienced while
travelling and what he / she
thinks about it now（B1）

Ask someone for help in an
emergency（A2）

41

Showing
Ask the reception at a company ・Polite expression：Mooshiwake
arimasen. / Shooshoo omachikudasai. politeness to a
to tell someone that you are here
/…
visitor
to see him / her（A2）

43

Read an e-mail asking for advice
on job hunting and its reply, and
understand what the writers
intend to say（B1）

Talk about the company you work ・Ryuugaku ga owattara, Nihon no
kaisha de hatarakitai to omotte (i)run
for and the work you do（B1）
desu.

44

Read an e-mail about the writer's
feelings on job hunting and
understand the writer's thoughts
and feelings（B1）

輸入

Test and Reﬂection 2

Asking something
to someone you
do not know when
travelling

Read some advice for problems
and understand the main points
（B1）

38

体力、協力、担当、報 42
告、連絡、募集、輸出、

34

Help a friend who has lost
something（A2）

便）

Looking for a
Job

・Watashi no shokuba demo, onaji
kamoshiremasen.

・Moosugu hikooki ni noreru soodesu.
Ask other people / Answer
when you do not understand an
announcement at an airport（A2）

Remember and say where you
were and what you were doing
（B1）

Listening to
someone talking

37

空
（JF 航空）
、
〜便
（115

9

・Chotto tsukarete (i)te (genki ga
arimasen). / Shigoto no koto de
chotto (komatte imasu).

・Hoteru no hito ga denki o tsukemasu.
Denki ga tsukimasu.
・Hoteru no hito wa arukinagara, hoteru no rekishi o
setsumee-shimashita.

・Tasukete! / Dare ka! / …

・Yooroppa no joohoo o atsumeru koto ga dekimasu.
・V-ru koto ga dekimasu
・V1-ru yori V2-ru hoo ga I-Adj. / NA-Adj. ・Hito no mae de hanasu yori repooto o kaku hoo ga tokui
desu.
desu

p116-p117

23

