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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 2 A2＜かつどう＞ 

１
新しい 友だち

1 いい なまえですね
1  自分の なまえの いみなど こじんてきな じょうほうを 

言って じこしょうかいを します
1 ☆☆☆

（　/　/　）

2  しゅみや けいけんなど 自分について 少し くわしく 話します 2 ☆☆☆

2 めがねを かけている 人です 3  だれかの ふくや がいけんてきな とくちょうを 言います 3 ☆☆☆ （　/　/　）

4  よく しらない 人について いんしょうを 言います 4 ☆☆☆

２
店で 食べる

3 おすすめは 何ですか 5 レストランに 入って にんずうと せきの きぼうを 言います 5 ☆☆☆ （　/　/　）

6  たてがきの メニューを 読みます 6 ☆☆☆

7  あんないした レストランで おすすめの 料理について 
話します

7 ☆☆☆

8  食べられない ものと りゆうを かんたんに 言います 8 ☆☆☆

9  料理と かずなどを 言って ちゅうもんします 9 ☆☆☆

4 どうやって 食べますか 10  友だちに 食事を する ときの じゅんばんを 言います 10 ☆☆☆ （　/　/　）

11  料理の 食べかたを 言います 11 ☆☆☆

12  自分の 国の 料理の 食べかたを メモを 見ながら 話します 12 ☆☆☆

３
沖縄旅行

5 ぼうしを 持っていった ほうが いいで
すよ

13  かんこうちが どんな ところか 友だちに 聞きます／言います 13 ☆☆☆ （　/　/　）

14  自分の けいけんを もとに 旅行する きせつなどについて
アドバイスします

14 ☆☆☆

15  旅行の ときの こうつうきかんについて 自分の けいけんを 
話します

15 ☆☆☆

6 イルカの ショーが 見られます
16  旅行さきの ホテルで きょうみが ある ツアーについて 

話します
16 ☆☆☆ （　/　/　）

17  さんかした ツアーについて かんそうを 言います 17 ☆☆☆

18 ツアーについての アンケートを 読みます 18 ☆☆☆

４
日本まつり

7 雨が ふったら、どう しますか 19  友だちに イベントの ボランティアを たのみます／こたえます 19 ☆☆☆ （　/　/　）

20 スタッフの ミーティングで 聞いた しじについて
しつもんします

20 ☆☆☆

21  ボランティアの とうろくの ために ひつような ことを 
書きます

21 ☆☆☆

8 コンサートは もう はじまりましたか
22  うけつけで イベントの 時間や 場所などについて 聞きます

／言います
22 ☆☆☆ （　/　/　）

23  うけつけで イベントが 今 どう なっているか 聞きます
／言います

23 ☆☆☆

24 イベントの しかいしゃとして メモを 見ながら あいさつと
おねがいを 言います

24 ☆☆☆

★☆☆：しました　 　 ★★☆：できました　 　 ★★★：よくできました　
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５
とくべつな 日

9 お正月は どう していましたか
25  正月に 何を するか、どう 思うか 話します 25 ☆☆☆

（　/　/　）

26  正月休みを どう すごしたか 友だちに 話します 26 ☆☆☆

27  ねんがじょうを 読みます 27 ☆☆☆

28  ねんがじょうを 書きます 28 ☆☆☆

10 いい ことが ありますように
29  きせつの イベントについて 何の ために どんな ことを 

するか 話します
29 ☆☆☆

（　/　/　）

30  自分の 国や 町の イベントについて メモを 見ながら
話します

30 ☆☆☆

６
ネット
ショッピング

11 そうじきが こわれて しまったんです 31  今、 何を、 どうして 買うのか 話します 31 ☆☆☆ （　/　/　）

32 ネットショッピングについて どう 思うか 話します 32 ☆☆☆

12 こっちの ほうが 安いです 33  電気せいひんについて どう 思うか 話します 33 ☆☆☆

34  ２つの しょうひんを くらべて どう 思うか 話します 34 ☆☆☆

７
れきしと 
文化の 町

13 この おてらは 14 せいきに たてられ
ました 35  おなじ ツアーの グループの 人に その かんこうちに 

はじめて 来たのか 聞きます／言います
35 ☆☆☆

（　/　/　）

36  ゆうめいな 場所について かんたんに 話します 36 ☆☆☆

37  かんこうちの ノートに 書いてある コメントを 読みます 37 ☆☆☆

38  かんこうちの ノートに コメントを 書きます 38 ☆☆☆

14 この 絵は とても ゆうめいだそうで
す

39  はくぶつかんで てんじぶつの せつめいの ないようを
友だちに かんたんに つたえます

39 ☆☆☆ （　/　/　）

40  はくぶつかんの ルールについて 話します 40 ☆☆☆

８
せいかつと エコ

15 電気が ついたままですよ
41  かんきょうに よくない ことを 見つけて、 ちゅういします／

こたえます 
41 ☆☆☆ （　/　/　）

42  自分の エコかつどうについて 話します 42 ☆☆☆

16 フリーマーケットで うります 43  ものを むだに しないために 何を しているか 話します 43 ☆☆☆ （　/　/　）

44  いらない もので 作った ものについて 話します 44 ☆☆☆

９
じんせい

17 この 人、しっていますか 45  ゆうめいな 人について しっている ことを 話します 45 ☆☆☆ （　/　/　）

46  ゆうめいな 人を 好きに なった きっかけについて 話します 46 ☆☆☆

47  自分の 国の ゆうめいな 人について メモを 見ながら 
話します

47 ☆☆☆

18 どんな 子どもでしたか 48  子ども／学生の ときの おもいでを 話します 48 ☆☆☆ （　/　/　）

49  新しい ことを はじめた きっかけや その後の 
へんかについて 話します

49 ☆☆☆
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