
V- なければ なりません／

V- なきゃ いけません

土曜日に父の知りあいを迎えに行か

なければなりません。／行かなきゃ

いけません。
☆☆☆

イＡ／ナＡ ＋ さ、V- ます

（おもしろさ、かんたんさ、さそい）

選手のプレーのすばらしさにかんど

うしました。／勉強が忙しいから、

友だちのさそいをことわりました。
☆☆☆

と／で／へ／から／まで ＋ の
来月のマリナーズとの試合、いっしょ

に行きましょう。
☆☆☆

イA- く ても／なくても

ナ A ／ N でも／じゃなくても

せまくてもがまんしています。／

不便でもここに住みたいです。
☆☆☆

 S1 ば／なければ、  S2 
もっと広いへやがあれば、ひっこし

たいです。
☆☆☆

N2 みたいな N1／

N1 は N2 みたいです

ラーメンみたいな食べ物／ベジマイ

トは（見た目が）ジャムみたいです。
☆☆☆

　　　ないです／

　　　ありません

ラーメンは毎日食べてもあきないで

す。／ベジマイトはあまくありません。
☆☆☆

N（ひと）は／が V-て くれます アニスさんが家によんでくれました。 ☆☆☆

N（ひと）に V-て もらいます
アニスさんにつうやくをしてもらい

ました。
☆☆☆

V-（よ）うと 思っています
大学を卒業したら、日本に留学しよ

うと思っています。
☆☆☆

V- そうです／

V- そうな N

つぎの試験は、いいせいせきがとれ

そうです。／私にも読めそうな本
☆☆☆

（数量）も

きのうは 3 時間もチャットをしまし

た。／チャットは楽しいので、何時

間もやります。
☆☆☆

1
スポーツの
試合
運動比賽

1  友だちを外出にさそう／さそいをうける（B1） 邀請朋友一起外出／接受邀請 1 ☆☆☆

2  りゆうを言ってさそいをことわる（A2） 說明理由並拒絕邀約 2 ☆☆☆

3  りゆうを言ってやくそくをキャンセルする（B1） 說明理由並取消約定 3 ☆☆☆

4 スポーツの試合で好きなチームをおうえんする（A2）
在運動比賽中為喜歡的隊伍加油

4 ☆☆☆

5  自分が見たスポーツの試合について話す（A2） 聊聊自己觀看過的運動比賽 5 ☆☆☆

6  おわびのメールとへんじのメールから、じじつと書いた
人の気持ちを読みとる（B1）

閱讀道歉郵件和回信，理解信中所述實情和寄件
者的心情    6 ☆☆☆

7  外出の報告のメールから、じじつと書いた人の気持ち
を読みとる（B1）

閱讀關於外出報告的郵件，理解信中所述實情
和寄件者的心情 7 ☆☆☆

2
家をさがす
找房子

8  住むところをさがすのにだいじなポイントは何か話す
（A2）

聊聊尋找住處時，你重視哪些地方
8 ☆☆☆

9  自分が住んでいるところについて話す（B1） 聊聊自己的住處 9 ☆☆☆

10  サイトのきじから、どんな家に住んでいるか、そのりゆ
うは何か読みとる（A2）

閱讀網站上的文章，理解作者住在什麼樣的房子
裡以及其理由 10 ☆☆☆

11  サイトのきじから、仕事と住むところについて書いた人
の考え方を読みとる（B1）

閱讀網站上的文章，理解作者對工作和住處的
想法

11 ☆☆☆

3
ほっとする
食べ物
令人放鬆心情的
食物

12  外国の食べ物についてどう思うか話す（B1） 聊聊你對外國食物的想法 12 ☆☆☆

13  自分の食生活について話す（B1） 聊聊自己的飲食習慣 13 ☆☆☆

14  サイトのきじから、書いた人にとってないとこまる食べ
物とはどんなものか読みとる（A2）

閱讀網站上的文章，理解對作者來說不可或
缺的食物是什麼 14 ☆☆☆

15  サイトのきじから、食生活について書いた人の考え方
を読みとる（B1）

閱讀網站上的文章，理解作者對飲食習慣的
想法 15 ☆☆☆

4
訪問
拜訪 

16  客を家の中にあんないする（A2） 帶客人參觀家裡 16 ☆☆☆

17  家族を客に紹介する（A2） 介紹客人給家人認識 17 ☆☆☆

18  外国などで生活した経験や思い出について話す（B1）
聊聊在國外等的生活經驗和回憶

18 ☆☆☆

19  サイトのきじから、書いた人が友だちの家を訪問した日
のことや、そのときの気持ちを読みとる（B1）

閱讀網站上的文章，理解作者拜訪朋友家當天
發生的事和感受 19 ☆☆☆

20  訪問客へのおれいのメールから、書いた人の気持ちを
読みとる（B1）

閱讀給訪客的感謝郵件，理解寄件者的心情    
20 ☆☆☆

5
ことばを学ぶ
楽しみ
學習語言的樂趣 

21  外国語を勉強する方法について話す（A2） 聊聊學習外語的方法 21 ☆☆☆

22  外国語をクラスで学ぶ楽しみについて話す（B1）
聊聊在課堂上學習外語的樂趣

22 ☆☆☆

23  サイトのきじから、外国で日本語を学ぶ方法を読みとる
（A2）

閱讀網站上的文章，理解在日本國外學
習日語的方法 23 ☆☆☆

24  友だちのメールから、その人の外国語の勉強の経験と
今の気持ちを読みとる（B1）

閱讀朋友的郵件，理解他學習外語的經驗和現
在的感受

24 ☆☆☆
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V-て あげます
（私は）のりかの願いを聞いてあげ

ます。
☆☆☆

V- なくても いいです／だいじょうぶ

です

大きなパーティーはしなくてもいい

です。
☆☆☆

S1（ふつうけい plain form）のに、  

S2 

せっかく会っているのに、友だちは

カレシと長電話をします。
☆☆☆

（N（ひと）に）V-て／ V- ないで ほ

しいです

私は S 子にマナーをまもってほしい

です。／長電話をしないでほしいで

す。

（人が） N を V（他動詞 transitive

 verb）

N が V（自動詞 intransitive verb）

ホテルの人が電気をつけます。

電気がつきます。
☆☆☆

V1- ながら V2
ホテルの人は歩きながら、ホテルの

歴史を説明しました。
☆☆☆

V- る ことが できます
ヨーロッパのじょうほうを集めるこ

とができます。
☆☆☆

V1- る より V2- る ほうが 

イA ／ナ A です

人の前で話すよりレポートを書く方

がとくいです。
☆☆☆

6
結婚
結婚

25  友だちの最近のニュースについて別の友だちと話す
（A2）

和朋友聊聊關於其他朋友最近的消息
25 ☆☆☆

26  友だちについて聞いた話をほんにんにたしかめる（B1）
向朋友本人確認，你所聽到關於他的事情 

26 ☆☆☆

27  友だちのために、メモを見て結婚式のスピーチをする
（A2）

看著筆記為朋友的婚禮致詞
27 ☆☆☆

28  サイトのきじから、結婚するふたりがどんな結婚式をし
たいか読みとる（B1）

閱讀網站上的文章，理解將結婚的兩人希望舉辦什麼
樣的婚禮 28 ☆☆☆

29  結婚についてしらべたけっかを読んで、だいじなポイン
トをりかいする（B1）

閱讀有關結婚的調查結果，理解其中的重點
29 ☆☆☆

7
なやみ相談
諮詢煩惱  

30  ほかの人の心配なようすについて話す（A2） 談論其他看起來有心事的人 30 ☆☆☆

31 元気がない人にこえをかける（A2） 關心看起來沒有精神的人 31 ☆☆☆

32  ほかの人のなやみについてしらべて、けっかとかんそう
を話す（B1）

調查他人的煩惱，聊聊你的調查結果和感想
32 ☆☆☆

33  なやみ相談のサイトのきじから、ないようと相談してい
る人の気持ちを読みとる（B1）

閱讀諮詢網站的文章，理解諮詢者所述的內容
與感受 33 ☆☆☆

34  なやみ相談へのアドバイスを読んで、だいじなポイント
をりかいする（B1）

閱讀回覆給諮詢者的建議，理解其中的重點
34 ☆☆☆

8
旅行中の
トラブル
旅遊時遇到的麻煩 

35  空港でアナウンスがわからないときに、ほかの人に聞く
／答える（A2）

聽不懂機場廣播時，詢問／回答其他人
35 ☆☆☆

36  自分がどこで何をしていたか、思い出して言う（B1） 回想並敘述自己在哪裡做了些什麼 36 ☆☆☆

37  どこかに忘れ物をした友だちを助ける（A2） 幫助在某處遺失物品的朋友 37 ☆☆☆

38 だれかに助けをもとめる（A2） 向他人求助 38 ☆☆☆

39  サイトのきじから、書いた人が経験した旅行中のトラブ
ルとそのときの気持ちを読みとる（B1）

閱讀網站上的文章，理解作者過去在旅遊時，
遇到的麻煩以及他當時的心情 39 ☆☆☆

40  サイトのきじから、書いた人が経験した旅行中のトラブ
ルと、それを今どう考えているか読みとる（B1）

閱讀網站上的文章，理解作者過去在旅遊時，
遇到的麻煩以及他現在的想法 40 ☆☆☆

9
仕事をさがす
找工作 

41  会社の受付で、会いたい人にとりついでもらう（A2）
在公司的櫃台，請櫃台人員聯繫想拜訪的人

41 ☆☆☆

42  勤めている会社と自分の仕事について話す（B1）
聊聊目前服務的公司和自己的工作

42 ☆☆☆

43  しゅうしょくの相談とへんじのメールから、書いた人が
何を思っているか読みとる（B1）

閱讀有關求職方面的諮詢和回信，理解寄件人
的想法 43 ☆☆☆

44  しゅうしょく活動のかんそうを書いたメールから、書い
た人の気持ちや考えを読みとる（B1）

閱讀有關求職感想的郵件，理解寄件人的心情
和想法 44 ☆☆☆
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