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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＞ Can-do Check

１
わたしと かぞく

1 東京に すんでいます
Viviamo a 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
Parlare brevemente di dove vivi/e tu/la tua famiglia e  
cosa fai/fate 1 ☆☆☆ （　/　/　）

2  かぞくや ともだちと なにごで 話すか 言います
Raccontare in che lingua parli con la tua famiglia 
e con gli amici 2 ☆☆☆

2 しゅみは クラシックを 聞くことです
Il mio hobby è ascoltare musica classica 3  しゅみについて 話します Parlare dei propri hobby 3 ☆☆☆ （　/　/　）

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
Leggere un breve commento a 
un'autopresentazione online 4 ☆☆☆

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
Scrivere un breve commento a 
un'autopresentazione online 5 ☆☆☆

２
きせつと てんき

3 日本は いま、はるです
Ora in Giappone è primavera 6  きせつの へんかについて かんたんに 話します Parlare dei cambiamenti stagionali 6 ☆☆☆ （　/　/　）

7  すきな きせつと その りゆうを かんたんに 話します Raccontare quale stagione si preferisce e perché 7 ☆☆☆

4 いい てんきですね 
na bella giornata vero? 8  てんきについて 話して あいさつを します Accennare al tempo che fa, salutando una persona 8 ☆☆☆ （　/　/　）

9  でんわの かいわの はじめに てんきについて 話します
Iniziare una conversazione telefonica parlando del 
tempo 9 ☆☆☆

３
わたしの まち

5 この こうえんは ひろくて、きれいです
Questo parco è grande e bello 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。
Raccomandare ad un amico dei luoghi/delle zone  
della propria città utilizzando una mappa 10 ☆☆☆ （　/　/　）

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。

Raccontare  ad  un  amico  del  luogo  a  cui  è  
interessato e a cosa deve fare attenzione, utilizzando  
una mappa

11 ☆☆☆

6 まっすぐ 行って ください
Vada dritto per favore 12  ちかくの ばしょへの 行きかたを 言います

Spiegare a qualcuno come raggiungere un luogo 
nelle vicinanze 12 ☆☆☆ （　/　/　）

13  あいてが 聞きまちがえた ことを なおします Correggere informazioni comprese male 13 ☆☆☆

14  とおくに 見える たてものの とくちょうを 言います
Descrivere un edificio in lontananza

14 ☆☆☆

４
でかける

7 10 時でも いいですか
Va bene alle 10? 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

Concordare con un amico il luogo e l'ora di un  
appuntamento 15 ☆☆☆ （　/　/　）

16  まちあわせに おくれると いう Ｅメールを 読みます
Leggere un e-mail di un amico che avverte  
che arriverà in ritardo 16 ☆☆☆

17  おくれた りゆうを 言って あやまります Scusarsi per essere in ritardo e spiegarne i motivi 17 ☆☆☆

8 もう やけいを 見に 行きましたか
Hai già visto il panorama notturno? 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

Invitare un amico a visitare un posto che si 
raccomanda / Rispondere ad un invito 18 ☆☆☆ （　/　/　）

19  ともだちに よりみちを したいと 言います
Dire che si vorrebbe fare una deviazione fuori 
programma 19 ☆☆☆

５
がいこくごと
がいこくぶんか

9 日本語は はつおんが かんたんです
La pronuncia del giapponese è semplice 20  いつ、なにごを べんきょうしたか 話します

Dire le lingue studiate e quando
20 ☆☆☆ （　/　/　）

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
Parlare delle lingue straniere studiate finora

21 ☆☆☆

22  いつ、なにごを べんきょうしたか きろくを 書きます
Scrivere quali lingue si sono studiate e quando

22 ☆☆☆

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

Chiedere aiuto a qualcuno per risolvere le proprie  
difficoltà ne l lo studio delle lingue straniere / 
Rispondere alla richiesta di aiuto

23 ☆☆☆

10 いつか 日本に 行きたいです
Mi piacerebbe andare in Giappone un 
giorno

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 Parlare della propria propensione verso 
le culture straniere 24 ☆☆☆ （　/　/　）

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

Offrire aiuto a qualcuno che ha un problema / 
Accettare un'offerta di aiuto 25 ☆☆☆

26  イベントの プログラムを 読みます Leggere il programma di un evento 26 ☆☆☆
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６
そとで 食べる

11 なにを もっていきますか
Cosa porterai (al picnic) ? 27  ピクニックに もっていく ものについて 話します Decidere cosa portare ad un picnic 27 ☆☆☆ （　/　/　）

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

Scrivere un memo "chi porta cosa" per un picnic
28 ☆☆☆

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

Chiedere/dire che cibo o bevanda il propri
o amico/tu preferisce/i per un picnic 29 ☆☆☆

12 おいしそうですね
Sembra proprio buono 30  よく しらない 食べものについて 話します Parlare di cibi che non conosci bene 30 ☆☆☆ （　/　/　）

31  あじについて かんたんに コメントします Commentare brevemente il sapore dei cibi 31 ☆☆☆

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
Consigliare un piatto ai tuoi amici/rispondere ad  
un consiglio 32 ☆☆☆

７
しゅっちょう

13 たなかさんに 会ったことが あります
Ho gà incontrato il sig. Tanaka 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

Preparare l'accoglienza di un collega in trasferta, 
dicendo nome e data di arrivo 33 ☆☆☆ （　/　/　）

34  でむかえの あいさつを します Salutare all'arrivo 34 ☆☆☆

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
Controllare la stanza d'albergo e dire  se va bene 35 ☆☆☆

36  しゅっちょうの スケジュールを 読みます Leggere il programma della trasferta 36 ☆☆☆

14 これ、つかっても いいですか
Posso usare questo? 37  かいしゃの スタッフを しょうかいします Presentare i propri colleghi all'ospite 37 ☆☆☆ （　/　/　）

38 オフィスの ものを つかっても いいか 聞きます Chiedere di usare qualcosa in ufficio 38 ☆☆☆

39  みおくりの あいさつを します Salutare alla partenza  39 ☆☆☆

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

Leggere il messaggio ricevuto tornando da una  
trasferta da colleghi della sede estera 40 ☆☆☆

８
けんこう

15 たいそうすると いいですよ
Fa bene fare esercizio 41  ともだちに からだの ぐあいを 聞きます／こたえます

Chiedere ad un amico come si sente / 
Rispondere come ci si sente 41 ☆☆☆ （　/　/　）

42  かんたんな たいそうの しかたを 聞きます／言います Ascoltare/Spiegare come fare dei semplici esercizi 42 ☆☆☆

43  からだに いいことを すすめます Suggerire qualcosa di salutare 43 ☆☆☆

16 はしったり、およいだり しています
Corro e nuoto 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

Parlare brevemente di cosa si fa per rimanere in salute
44 ☆☆☆ （　/　/　）

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 

Leggere e rispondere a un semplice questionario 
sulla salute 45 ☆☆☆

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

Fare una semplice presentazione dei risultati di un 
questionario 46 ☆☆☆

９
おいわい

17 たんじょう日に もらったんです
L'ho ricevuto per il mio compleanno

47  ともだちの もちものを ほめます Complimentarsi con un amico per un suo oggetto 47 ☆☆☆ （　/　/　）

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

Parlare di qualcosa di proprio, dicendo quando e da
 chi  lo si è ricevuto. 48 ☆☆☆

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

Parlare brevemente delle abitudini di dare/ricevere  
regali nel proprio paese 49 ☆☆☆

18 パーティーが いいと おもいます
Penso che una festa sia una buona idea 50  ともだちの おいわいを なんに するか 話します Discutere su cosa fare per la festa di un amico 50 ☆☆☆ （　/　/　）

51  けっこんの おいわいの カードを 読みます 
Leggere un messaggio di auguri per un  
matrimonio 51 ☆☆☆

52  けっこんの おいわいの カードを 書きます
Scrivere un messaggio di auguri per un  
matrimonio 52 ☆☆☆

53  プレゼントを もらって おれいを 言います Ringraziare per un regalo ricevuto 53 ☆☆☆
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