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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
រគួ�រខ� �ំនិងខ� �ំ

1
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
និ�យអំពីខ� �នឯងនិង្រគួ�រែបប�យៗ�
េត��� ក់េនៅទី�?និងកំពុងេធ� �អ� �?

1 ☆☆☆ （　/　/　）

2  かぞくや ともだちと なにごで 話すか 言います និ�យ�េត�េ្រប���អ� �និ�យ�មួយគ្
រ�ួរនិងមិត�ភ្រក

2 ☆☆☆

2 しゅみは クラシックを 聞くことです
ចំណង់ចំណូ លគឺ�រ�� ប់េភ�ងបុ�ណ

3  しゅみについて 話します និ�យអំំពីចំណង់ចំណូលចិត� � 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 �នមតិខ� ីៗេនៅក� �ងេគហទំព៍រែណ�ំខ� �ន 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 សរេសរមតិខ� ីៗេនៅក� �ងេគហទំព៍រែណ�ំខ� �ន 5 ☆☆☆

２
きせつと てんき
រដូវ�ល និង 
��ស�តុ 

3 日本は いま、はるです
ឥឡ� វេនះេនៅ្របេទសជប៉ុនគឺរដូវ�� រ �ក

6  きせつの へんかについて かんたんに 話します និ�យ�យៗអំព�ីរ�រ�� សប់� �រដូវ�ល 6 ☆☆☆ （　/　/　）

7  すきな きせつと その りゆうを かんたんに 話します និ�យពីរដូវ�ែលដលចូលចិត�និេងហតុផែលដ 
លចូលចិត�ែបប�យៗ

7 ☆☆☆

4 いい てんきですね
��ស�តុល� �ស់

8  てんきについて 話して あいさつを します េធ���រ�� គមន៍េេដោយនិ�យអំពី��ស�ត ុ 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 េផ��េមធ���រសន���មរយៈទូរសព�េេដោយនិ� 
យអំពី��ស�តុ

9 ☆☆☆

３
わたしの まち
ទី្រកុងរបស់ខ� �ំ

5
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
េម�លែផនទីបេណ� �រែណ�ំមិត�ភក� ិអំពីទីកែន�ង 
និងទី្រកុងរបស់ខ� �នឯង

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

11 ☆☆☆

6 まっすぐ 行って ください
សូមអេ�� �ញេទៅ្រតង់

12  ちかくの ばしょへの 行きかたを 言います ្រ�ប់ពីរេបៀបេទៅទីកែន�ងែដលេនៅជិតៗ 12 ☆☆☆ （　/　/　）

13  あいてが 聞きまちがえた ことを なおします ែករព័ត៌�ែនដៃលដគូសន���នលឺខុស 13 ☆☆☆

14  とおくに 見える たてものの とくちょうを 言います ្រ�ប់់ពីលក�ណៈពេិសសរបស់អ�រែដល�ចេម�
លេឃ�ញពីច�� យ

14 ☆☆☆

４
でかける
េចេញេទៅេ្រេកៅ

7 10 時でも いいですか
េត�េម៉ោង១០ល� េទ? 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 និ�យអំពីទីកែន�ងនិងេពលេវ�ែដលេធ� ��រ�

ត់ជួប�មួយមិត�ភ្រក
15 ☆☆☆ （　/　/　）

16  まちあわせに おくれると いう Ｅメールを 読みます 16 ☆☆☆

17  おくれた りゆうを 言って あやまります 17 ☆☆☆

8
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
បបួលមិត�ភ្រកេទៅទីកែន�ងែដលនឹងែណ�ំ/ 
េឆ� �យតបេទៅនិង�របបួល

18 ☆☆☆ （　/　/　）

19  ともだちに よりみちを したいと 言います ្រ�ប់េទៅមិត�ភ្រក�និងចង់េឈៀងចូលេទៅកែន�
ង�មួយ

19 ☆☆☆

５
がいこくごと
がいこくぶんか
��បេរទសនិ
ងវប្បធម៌បេរទស

9 日本語は はつおんが かんたんです
��ជប៉ុនគឺបេ�� ញសេម�ង�យ្រសួល

20  いつ、なにごを べんきょうしたか 話します ន�ិយ� េត��នេរៀន��អ� �ខ� ះ?េពល�ែដរ? 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 ន�ិយអំព�ី�បរេទសែដល�នេរៀនរហូតមក
ដលេ់ពលេនះ

21 ☆☆☆

22  いつ、なにごを べんきょうしたか きろくを 書きます សរេសរកត់ទុក�េត��នេរៀន��អ� �ខ� ះ?
េពល�ែដរ?

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

ពឹង�ក់េទៅអ�ក��� ក់េនៅេពលែដល�នប��
អំពី�រេរៀន��បរេទស/េឆ� �យតបេទៅនិង�រពឹង�ក់់

23 ☆☆☆

10 いつか 日本に 行きたいです
ៃថ��មួយចង់េទៅ្របេទសជប៉ុន

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 ន�ិយអំពេីរឿងែដលេនៅជុំវ �ញខ� �នឯងនិងវ
ប្បធម៌បរេទស

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

េស� �សុខំ� �នក� �ង�រជួយអ�កែដលកំពុង�នប�� /
ទទួល�រជួយ

25 ☆☆☆

26  イベントの プログラムを 読みます �នកម� វ �ធីៃន្រពឹត� ិ�រណ៍៍ 26 ☆☆☆

『�៉រុហ� � តុ ��និងវប្បធម៌』
េសៀវេភៅក្រមិត1(A2)＜សកម��ព＞

★☆☆：しました　េធ� ��ន  ែត�ចនិង                                                            េធ� ��នល� �ងេនះ     ★★☆：できました　េធ�       ��ន　      ★★★：よくできました េធ� ��នល�

បេ់ហតុផលែដលមកយឺត េហ�យសុេំទោស

もう やけいを 見に 行きましたか
េត�អ�ក�នេទៅេម�លេទស�ពេពល
�្រតីេហ�យឬេនៅ?

東京に すんでいます
រស់េេនៅទីរកុងតូក្យ ូ

この こうえんは ひろくて、きれいです

សួន �រេនះទូ�យេហ�យ�� ត�ស់
េម�លែផ នទីបេណ� �រែណ�ំមិត�ភ្រកអំពីទីកែន�ងែដ 
លមិតភក� ិរចូលចិត�
��ទី្រកុងែបប� េហ�យគួរ្របយ័ត�អ� �ខ� ះ

�នអ៊�ែម៉លែដល �នអត�ន័យ� 
នឹងយឺតក� �ង�រ�ត់ជួប
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11 なにを もっていきますか
េត��ន់យកអ� �េទៅខ� ះ?

27  ピクニックに もっていく ものについて 話します និ�យអំពីរបស់ែដលនឹងយកេទៅេពលពិកនិច 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 សរេសរកត្់រ��េត�អ�ក� នឹងយកអ� �េទៅខ� ះេពល
ពិកនិច

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

សួរ/េឆ� �យលម� ិតពីេគោលបំណងៃនម� �ប��រនិ
ងេភសជ�ៈស្រ�ប់ពិកនិច

29 ☆☆☆

12 おいしそうですね
ទំនង��� ញ�់ស់

30  よく しらない 食べものについて 話します និ�យអំពីម� �ប��រែដលមិនសូវ�� ល់់ 30 ☆☆☆ （　/　/　）

31  あじについて かんたんに コメントします ផ�ល់នូវមតិេយោបល់អំពីរស�់តិម� �ប��រែបប
�យៗ

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 ែណ�ំម� �ប��រេទៅមតិ�ភ្រក /
េឆ� �យតបេទៅនិង�រែណ�ំ

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
�� ប់�នជួបេលោក���រចួមកេហ�យ

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

និ�យអំពីេពលេវ�និងមនុស្សែដល្រតូវមកេធ� �
េបសកកម��រ�រ េដ�ម្បីនិងេចញេទៅទទួល

33 ☆☆☆ （　/　/　）

34  でむかえの あいさつを します េធ� ��រ�� គមន៍៍េពលេចញេទៅទទួល 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
ពិនិត្យេម�លបន�ប់ស�� �េត�េរៀបរយែដរឬេទ 
រចួេហ�យេទ�ប�យ�រណ៍

35 ☆☆☆

36  しゅっちょうの スケジュールを 読みます �ន��ងេបសកកម��រ�រ 36 ☆☆☆

14 これ、つかっても いいですか
េត��ចេ្រប�របសេ់នះ�នេទ?

37  かいしゃの スタッフを しょうかいします ែណ�ំបុគ�លិក្រកុមហ៊ុ ន 37 ☆☆☆ （　/　/　）

38  オフィスの ものを つかっても いいか 聞きます សួរ� 
េត��ចេ្រប�របស់ែដលេនៅក� �ង�រ ��ល័យ�នេទ? 38 ☆☆☆

39  みおくりの あいさつを します េធ� ��រវកចិ�េពលជួនដេំណ�អ�ករមួ�រ�រ 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 

�ន�រពអី�កេនៅ�រ ��ល័យែដលទទួល�នេព
ល្រតឡប់មកពីេបសកកម��រ�រេនៅេ្រកៅ្របេទស

40 ☆☆☆

８
けんこう
សុខ�ព

15 たいそうすると いいですよ
េធ� �លំ�ត់្រ�ណគឺ��រល�

41  ともだちに からだの ぐあいを 聞きます／こたえます សួរ�ក់ទងនិងស�ព�ង�យរបស់មិត�ភ្រក
េឆ� �យ�ក់ទងនិងស�ព�ង�យរបសខ់� �នឯង

41 ☆☆☆ （　/　/　）

42  かんたんな たいそうの しかたを 聞きます／言います សួរ /េឆ� �យពីរេបៀបេធ� ��រ�ត់្រ�ណែបប�យៗ 42 ☆☆☆

43  からだに いいことを すすめます ែណ�ំអំពីវ �ធីេផ្សងៗែដលល� ស្រ�ប់�ង�យ 43 ☆☆☆

16 はしったり、およいだり しています
េធ� �រ�រែហលទឹកផង និងរត់�ត់្រ�ណផង

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 និ�យែបប�យៗអំព�ីរែដលេធ� �េអោយ�
នសុខ�ភល� �

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 

�ន្រក�សអេង�តេហ�យេឆ� �យែបប�យៗអំពី
សុខ�ព

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

េធ� �បទប�� ញេដោយ�ក្យ�យៗអំពីលទ�ផលអេង�ត 46 ☆☆☆

９
おいわい
�រជូនពរ

17 たんじょう日に もらったんです
�នទទួលេនៅៃថ�ខួបកំេណ�ត

47  ともだちの もちものを ほめます សរេស�រអំពីរបស់របររបស់មតិ�ភក� ិ 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

និ�យែបប�យៗអំំពីរបស់របរខ� �នឯង 
�េត��នពីអ�ក�?េហ�យ�នេនៅេពល�?

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

និ�យែបប�យៗអំពីវប្បធម៌េអោយអំេណោយ
េនៅ្របេទសរបសខ់� �ន 49 ☆☆☆

18 パーティーが いいと おもいます
គិត����ល� ែដល�នពិធីជប់េលៀង

50  ともだちの おいわいを なんに するか 話します 50 ☆☆☆ （　/　/　）

51  けっこんの おいわいの カードを 読みます �ន�តជូនពរេពលេរៀប�រ 51 ☆☆☆

52  けっこんの おいわいの カードを 書きます សរសរ�តជូនពរេពលេរៀប�រ 52 ☆☆☆

53  プレゼントを もらって おれいを 言います និ�យសែម�ង�រអរគុណេពលទទួល�នអំេណោយ 53 ☆☆☆

★☆☆：しました　 េធ� ��ន  ែត�ចនិង                                                           េធ� ��នល� �ងេនះ     ★★☆：できました　 េធ�      ��ន　      ★★★：よくできました េធ� ��នល�

６
そとで 食べる

�៉ំ��រេនៅ
�ងេ្រកៅ

េបសកកម��រ�រ

និ�យ�េត�និងេធ� �អ� �េដ�ម្បជូីនពរដល់មិត�ភក� ិ




