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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＞ Can-do Check

１
新しい 友だち

1 いい なまえですね
E' un bel nome 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
Presentarsi dando alcune informazioni personali,  
come il significato del proprio nome 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
Parlare di se stessi, fornendo 
dettagli come hobby, esperienze passate ed altro 2 ☆☆☆

2 めがねを かけている 人です
E' la persona con gli occhiali 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

Descrivere brevemente abiti e aspetto fisico di 
qualcuno 3 ☆☆☆ （　/　/　）

4  よく しらない 人について いんしょうを 言います
Spiegare la prima impressione su 
qualcuno che non si conosce 4 ☆☆☆

２
店で 食べる

3 おすすめは 何ですか
Cosa consigli? 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

Dire il numero di partecipanti alla cena e dove si 
desidera sedere al ristorante 5 ☆☆☆ （　/　/　）

6  たてがきの メニューを 読みます Leggere un menu scritto verticalmente in giapponese 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

Parlare dei propri piatti preferiti a qualcuno con cui 
si è al ristorante 7 ☆☆☆

8  食べられない ものと りゆうを かんたんに 言います
Dire brevemente cosa non si può 
mangiare o bere e il  motivo. 8 ☆☆☆

9  料理と かずなどを 言って ちゅうもんします
Ordinare un pasto, dicendo quali e quanti piatti  
si desiderano 9 ☆☆☆

4 どうやって 食べますか 
Come si mangia? 10  友だちに 食事を する ときの じゅんばんを 言います Spiegare ad un amico l'ordine corretto di una  

serie di azioni d urante il pasto. 10 ☆☆☆ （　/　/　）

11  料理の 食べかたを 言います Spiegare come mangiare un particolare piatto 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
Fare  una  semplice  presentazione  di  come  
mangiare  un  tipico  piatto  del proprio  paese,  
usando  degli appunti

12 ☆☆☆

３
沖縄旅行

aa

5 ぼうしを 持っていった ほうが いいで
すよ
Meglio portarsi il cappello

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
Chiedere/dire ad un amico come è un dato 
luogo turistico 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

Dare informazioni su un viaggio basandosi sulla  
propria esperienza 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

Parlare dei mezzi di trasporto usati durante il proprio 
viaggio 15 ☆☆☆

6 イルカの ショーが 見られます
Puoi vedere lo spettacolo dei delfini 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
Spiegare presso il proprio albergo il tour di interesse 16 ☆☆☆ （　/　/　）

17  さんかした ツアーについて かんそうを 言います Commentare un tour cui si ha preso parte 17 ☆☆☆

18 ツアーについての アンケートを 読みます Leggere un questionario su un tour 18 ☆☆☆

４
日本まつり

7 雨が ふったら、どう します
か Se piove, che si fa?

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
Chiedere servizio di volontariato ad un amico per 
un evento / Rispondere ad una richiesta di servizio 
di volontariato 

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

Fare una domanda in riferimento alle istruzioni  
ricevute durante uno staff meeting

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

Scrivere le informazioni necessarie per registrarsi 
come volontario 21 ☆☆☆

8 コンサートは もう はじまりましたか
Il concerto è già iniziato? 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

Chiedere/comunicare orario e luogo di un evento 
alla reception 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

Chiedere/comunicare alla reception come sta 
andando un evento 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

Fare un breve saluto e richieste al pubblico in qualità di  
moderatore ad un evento, servendosi di appunti 24 ☆☆☆
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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
Cosa hai fatto per Capodanno? 25  正月に 何を するか、どう 思うか 話します

Parlare delle proprie abitudini e opinioni 
sulle vacanze di fine  anno 25 ☆☆☆

（　/　/　）

26  正月休みを どう すごしたか 友だちに 話します
Raccontare ad un amico come si sono trascorse 
le vacanze di fine anno 26 ☆☆☆

27  ねんがじょうを 読みます Leggere una cartolina di auguri per Capodanno 27 ☆☆☆

28  ねんがじょうを 書きます Scrivere una cartolina di auguri per Capodanno 28 ☆☆☆

10 いい ことが ありますように
Fa che vada tutto bene 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
Parlare di un evento stagionale, spiegando  
cosa si fa e perché 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

Fare una semplice presentazione di un evento  
nel proprio paese o città, utilizzando degli appunti 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
Il mio aspirapolvere è rotto 31  今、 何を、 どうして 買うのか 話します Parlare di cosa si intenda comprare e perché 31 ☆☆☆ （　/　/　）

32 ネットショッピングについて どう 思うか 話します Dire cosa si pensa dello shopping online 32 ☆☆☆

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

Dire a un amico cosa si pensa  di un  
apparecchio elettronico 33 ☆☆☆

34  ２つの しょうひんを くらべて どう 思うか 話します
Confrontare due prodotti e commentare

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
Questo tempio è stato costruito nel 
quattordicesimo secolo

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

Chiedere/dire a una persona del proprio gruppo 
se/che è la sua/propria prima visita al luogo 
turistico

35 ☆☆☆
（　/　/　）

36  ゆうめいな 場所について かんたんに 話します Parlare di un luogo famoso in modo semplice 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
Leggere dei commenti scritti nel quaderno visite 
di un luogo turistico 37 ☆☆☆

38  かんこうちの ノートに コメントを 書きます
Scrivere un commento nel quaderno visite 
di un luogo  turistico 38 ☆☆☆

14 この 絵は とても ゆうめいだそうで
す
Ho sentito dire che questo quadro è 
molto famoso

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

Descrivere brevemente a un amico un oggetto  
esposto nel museo 39 ☆☆☆ （　/　/　）

40  はくぶつかんの ルールについて 話します Parlare delle regole del museo 40 ☆☆☆

８
せいかつと エコ
V

15 電気が ついたままですよ
La luce è stata lasciata 
accesa

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 

Rimproverare/rispondere al rimprovero di qualcuno 
circa azioni non rispettose per l'ambiente 41 ☆☆☆ （　/　/　）

42  自分の エコかつどうについて 話します Parlare di una propria attività a favore dell'ambiente 42 ☆☆☆

16 フリーマーケットで うります
Lo venderò al mercato delle pulci

43  ものを むだに しないために 何を しているか 話します
Parlare di ciò che si fa per utilizzare al meglio 
gli oggetti prima di disfarsene. 43 ☆☆☆ （　/　/　）

44  いらない もので 作った ものについて 話します
Parlare di un oggetto realizzato riciclando materiali 
inutilizzati. 44 ☆☆☆

９
じんせい

17 この 人、しっていますか
Conosci questa persona? 45  ゆうめいな 人について しっている ことを 話します Dire ciò che si sa su un personaggio famoso 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 Dire il motivo per cui si ammira il personaggio 
famoso

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

Parlare di un proprio connazionale famoso 
usando appunti 47 ☆☆☆

18 どんな 子どもでしたか 
Che bambino eri? 48  子ども／学生の ときの おもいでを 話します

Parlare di un ricordo della propria infanzia/di 
scuola. 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

Parlare del motivo per cui si voleva iniziare 
qualcosa di nuovo e del successivo cambiamento 49 ☆☆☆
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