
トピック か タイトル No Can-do（  話す、やりとり：42　  読む：7　  書く：4 ）

Can-do チェック　『まるごと　日本のことばと文化』 初しょきゅう級 1 A2＜かつどう＞ 

１
わたしと かぞく
Aku dan Keluarga

1 東京に すんでいます
Kami Tinggal di Tokyo

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

2 しゅみは クラシックを 聞くことです
Hobi Saya Mendengarkan Musik 
Klasik

3  しゅみについて 話します

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

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
きせつと てんき
Musim dan Cuaca

3 日本は いま、はるです
Jepang Sedang Musim Semi Saat 
Ini 

6  きせつの へんかについて かんたんに 話します

7  すきな きせつと その りゆうを かんたんに 話します

4 いい てんきですね
Hari Ini Cerah, ya?

8  てんきについて 話して あいさつを します

9  でんわの かいわの はじめに てんきについて 話します

３
わたしの まち
Kotaku

5 この こうえんは ひろくて、きれいです
Taman ini Luas dan Indah

10  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。

11  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。

6 まっすぐ 行って ください
Jalan Lurus Saja

12  ちかくの ばしょへの 行きかたを 言います

13  あいてが 聞きまちがえた ことを なおします

14  とおくに 見える たてものの とくちょうを 言います

４
でかける
Bepergian

7 10 時でも いいですか
Apakah Kita Bisa Bertemu Pukul 
Sepuluh?

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

16  まちあわせに おくれると いう Ｅメールを 読みます

17  おくれた りゆうを 言って あやまります

8 もう やけいを 見に 行きましたか
Anda Sudah Pergi Menikmati 
Pemandangan Malam? 

18  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

19  ともだちに よりみちを したいと 言います

５
がいこくごと
がいこくぶんか
Bahasa dan 
Kebudayaan 
Negara Lain

9 日本語は はつおんが かんたんです
Bahasa Jepang Mudah Dilafalkan

20  いつ、なにごを べんきょうしたか 話します

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

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

10 いつか 日本に 行きたいです
Saya Ingin Mengunjungi Jepang 
Suatu Hari Nanti

24  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

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

26  イベントの プログラムを 読みます
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No ひょうか コメント （年 /月 /日）

★☆☆：しました   
Saya bisa melakukannya, tetapi 
seharusnya bisa lebih baik lagi. ★★☆：できました　

Saya mampu 
melakukannya. ★★★：よくできました　

Saya melakukannya 
dengan baik.

Daftar Pengecekan Target Can-do

Bercerita secara singkat tentang di mana diri sendiri dan keluarga tinggal, 

serta apa pekerjaannya
1 ☆☆☆ （　/　/　）

Mengatakan tentang bahasa apa yang digunakan saat berbicara dengan 

teman dan keluarga
2 ☆☆☆

Bercerita tentang hobi (kegemaran) 3 ☆☆☆ （　/　/　）

Membaca komentar singkat mengenai perkenalan diri di media sosial 4 ☆☆☆

Menulis komentar singkat mengenai perkenalan diri di media sosial 5 ☆☆☆

Berbicara secara singkat mengenai perubahan musim 6 ☆☆☆ （　/　/　）

Berbicara secara singkat tentang musim yang disukai dan alasannya 7 ☆☆☆

Menyapa orang lain dengan obrolan mengenai cuaca 8 ☆☆☆ （　/　/　）

Memulai percakapan di telepon dengan obrolan tentang cuaca 9 ☆☆☆

Mengatakan kepada teman Anda mengenai suatu daerah/tempat yang Anda 

rekomendasikan di daerah tempat tinggal Anda dengan menggunakan peta
10 ☆☆☆ （　/　/　）

Menjelaskan dengan menggunakan peta mengenai tempat yang menarik 

perhatian teman Anda, seperti apa di sana, dan apa saja yang harus 

diwaspadai di sana

11 ☆☆☆

Menjelaskan cara pergi menuju ke suatu tempat yang dekat 12 ☆☆☆ （　/　/　）

Memperbaiki pemahaman seseorang yang salah menangkap  informasi 13 ☆☆☆

Mendeskripsikan ciri khusus suatu bangunan yang terlihat dari jauh 14 ☆☆☆

Berbicara dengan teman tentang waktu dan tempat bertemu 15 ☆☆☆ （　/　/　）

Membaca e-mail yang memberitahu bahwa teman Anda akan datang 

terlambat
16 ☆☆☆

Meminta maaf karena datang terlambat dan menyatakan alasan 

keterlambatan
17 ☆☆☆

Mengajak teman untuk mengunjungi tempat yang Anda rekomendasikan/

menjawab ajakan teman
18 ☆☆☆ （　/　/　）

Menyatakan kepada teman Anda bahwa Anda ingin mampir ke suatu 

tempat
19 ☆☆☆

Berbicara tentang bahasa apa saja yang sudah pernah Anda pelajari dan 

kapan Anda mempelajarinya
20 ☆☆☆ （　/　/　）

Bercerita tentang bahasa asing yang pernah Anda pelajari selama ini 21 ☆☆☆

Menulis catatan mengenai kapan dan bahasa apa saja yang pernah Anda 

pelajari
22 ☆☆☆

Meminta pertolongan kepada seseorang ketika kesulitan memahami atau 

mempelajari bahasa asing/merespon ketika seseorang meminta tolong 

kepada Anda

23 ☆☆☆

Bercerita tentang hubungan Anda dengan suatu kebudayaan asing 24 ☆☆☆ （　/　/　）

Menawarkan pertolongan kepada orang yang sedang mengalami 

masalah/menerima tawaran pertolongan
25 ☆☆☆

Membaca program acara suatu kegiatan 26 ☆☆☆

 "Marugoto : Bahasa dan Kebudyaan Jepang Tingkat Dasar 1  A2
<Buku Paket untuk Aktivitas Bahasa Komunikatif>  
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トピック か タイトル No Can-do（  話す、やりとり：42　  読む：7　  書く：4 ）

６
そとで 食べる
 Makan di Luar

11 なにを もっていきますか
Anda Akan Bawa Apa?

27  ピクニックに もっていく ものについて 話します

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  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／言います

12 おいしそうですね
Kelihatannya Lezat

30  よく しらない 食べものについて 話します

31  あじについて かんたんに コメントします

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

７
しゅっちょう
Perjalanan Dinas

13 たなかさんに 会ったことが あります
Saya Pernah Bertemu Bpk. Tanaka 
Sebelumnya

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

34  でむかえの あいさつを します

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

36  しゅっちょうの スケジュールを 読みます

14 これ、つかっても いいですか
Boleh Saya Pinjam Ini?

37  かいしゃの スタッフを しょうかいします

38  オフィスの ものを つかっても いいか 聞きます

39  みおくりの あいさつを します

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
けんこう
Kesehatan dan 
Kebugaran

15 たいそうすると いいですよ
Bagaimana Kalau Senam?

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

43  からだに いいことを すすめます

16 はしったり、およいだり しています
Saya Biasanya Jogging dan 
Berenang

44  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

９
おいわい
Perayaan

17 たんじょう日に もらったんです
Ini Hadiah Ulang Tahun Saya

47  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

49  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

18 パーティーが いいと おもいます
Saya Rasa Ide Mengadakan Pesta 
Itu Bagus Sekali

50  ともだちの おいわいを なんに するか 話します

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
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No ひょうか コメント （年 /月 /日）

★☆☆：しました   
Saya bisa melakukannya, tetapi 
seharusnya bisa lebih baik lagi. ★★☆：できました　

Saya mampu 
melakukannya. ★★★：よくできました　

Saya melakukannya 
dengan baik.

Berbicara tentang barang yang akan dibawa untuk piknik 27 ☆☆☆ （　/　/　）

Menulis memo siapa yang akan membawa apa untuk piknik 28 ☆☆☆

Menanyakan makanan atau minuman seperti apa yang disukai teman 

Anda/menjawab pertanyaan tersebut
29 ☆☆☆

Mendeskripsikan makanan yang tidak begitu Anda kenal 30 ☆☆☆ （　/　/　）

Memberikan komentar singkat mengenai rasa suatu makanan 31 ☆☆☆

Menawarkan makanan kepada teman Anda/merespon tawaran teman 

Anda
32 ☆☆☆

Berbicara tentang penjemputan orang yang melakukan kunjungan bisnis 

ke kantor Anda dan tanggal kedatangannya
33 ☆☆☆ （　/　/　）

Menyambut tamu yang baru tiba di bandara 34 ☆☆☆

Menyampaikan kepada tamu bahwa semua dalam keadaan baik saat 

pengecekan kamar hotel
35 ☆☆☆

Membaca jadwal acara kunjungan bisnis 36 ☆☆☆

Memperkenalkan rekan sekerja kepada tamu Anda 37 ☆☆☆ （　/　/　）

Meminta izin apakah Anda dapat menggunakan suatu benda yang ada di 

kantor tersebut
38 ☆☆☆

Menyampaikan salam saat mengantar tamu pulang 39 ☆☆☆

Membaca pesan yang diterima dari orang kantor setelah kembali dari 

dinas luar negeri
40 ☆☆☆

Menanyakan kondisi seorang teman/menjawab pertanyaan tersebut 41 ☆☆☆ （　/　/　）

Mendengar/memberikan instruksi gerakan senam sederhana 42 ☆☆☆

Memberi saran tentang hal yang baik untuk tubuh 43 ☆☆☆

Bercerita secara singkat apa aktivitas yang Anda lakukan untuk menjaga 

kesehatan
44 ☆☆☆ （　/　/　）

Membaca dan menjawab angket sederhana mengenai kesehatan 45 ☆☆☆

Melakukan presentasi sederhana mengenai hasil angket 46 ☆☆☆

Memuji benda milik teman Anda 47 ☆☆☆ （　/　/　）

Bercerita mengenai suatu benda milik Anda, kapan dan dari siapa Anda 

mendapatkannya
48 ☆☆☆

Bercerita secara singkat tentang kebiasaan memberi hadiah di negara 

Anda
49 ☆☆☆

Berbicara tentang apa yang Anda akan lakukan untuk merayakan hari 

istimewa seorang teman
50 ☆☆☆ （　/　/　）

Membaca kartu ucapan pernikahan 51 ☆☆☆

Menulis kartu ucapan pernikahan 52 ☆☆☆

Menyatakan terima kasih untuk hadiah yang Anda terima 53 ☆☆☆
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