
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
Sports Games

1  友だちを外出にさそう／さそいをうける（B1） Invite a friend out /Accept an invitation 1 ☆☆☆

2  りゆうを言ってさそいをことわる（A2） Decline an invitation and give a reason 2 ☆☆☆

3  りゆうを言ってやくそくをキャンセルする（B1） Cancel an appointment and give a reason 3 ☆☆☆

4  スポーツの試合で好きなチームをおうえんする（A2） Cheer on your favourite team in a sports 
game 4 ☆☆☆

5  自分が見たスポーツの試合について話す（A2） Talk about a sports game which you saw 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）

Read e-mails of apology and their replies 
and understand the facts and the writers' 
feelings

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）

Read an e-mail giving a report on an 
outing and understand the facts and the 
writer's feelings

7 ☆☆☆

2
家をさがす
Looking for a 
House

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）

Talk about what is important for you when 
looking for somewhere to live and why 8 ☆☆☆

9  自分が住んでいるところについて話す（B1） Talk about the place where you live 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）

Read an article from a website and 
understand what kind of place the writer 
lives in and why

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）

Read an article from a website and 
understand what the writer thinks about 
his / her job and the place where he / she 
lives

11 ☆☆☆

3
ほっとする
食べ物
My Comfort 
Food

12  外国の食べ物についてどう思うか話す（B1） Talk about what you think of foreign food 12 ☆☆☆

13  自分の食生活について話す（B1） Talk about your eating habits 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）

Read an article from a website and 
understand  what the writer says about 
the food he/she cannot live without

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）

Read an article from a website and 
understand what the writer thinks about 
eating habits

15 ☆☆☆

4
訪問
Visiting 
Someone

16  客を家の中にあんないする（A2） Show a visitor around your house 16 ☆☆☆

17  家族を客に紹介する（A2） Introduce your family members to a visitor 17 ☆☆☆

18  外国などで生活した経験や思い出について話す（B1） Talk about your experience and memories 
of living overseas 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）

Read an article from a website and 
understand what the writer did  and how 
she felt when she visited her friend

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）

Read a thank you e-mail to a visitor from 
a foreign country and understand the 
writer's feelings

20 ☆☆☆

5
ことばを学ぶ
楽しみ
The Pleasure 
of Learning 
Other 
Languages

21  外国語を勉強する方法について話す（A2） Talk about how to learn a foreign language 21 ☆☆☆

22  外国語をクラスで学ぶ楽しみについて話す（B1） Talk about the pleasure of learning a 
foreign language in a language class 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）

Read an article from a website and 
understand how to learn Japanese 
outside Japan

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）

Read an e-mail from a friend and 
understand his / her past foreign language 
learning experience and how he / she 
feels about it now

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
Weddings and 
Marriage

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）

Talk about a friend's recent news with 
another friend 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）
Check with a friend whether something 
you heard about him / her from another 
person is true

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）

Make a wedding speech for a friend, using 
notes 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）

Read an article from a website about a couple 
who are planning to get married and understand 
what kind of wedding they would like

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）

Read the results of some research on 
marriage and understand the main points 29 ☆☆☆

7
なやみ相談
Talking about  
Personal 
Problems

30  ほかの人の心配なようすについて話す（A2） Talk about people who look worried 30 ☆☆☆

31  元気がない人にこえをかける（A2） Talk to someone who looks worried 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）

Find out about what things other people 
are worried about and report the results 
with your comments

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）

Read an article from a website offering 
advice for problems and understand what 
the problem is and how the person feels

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）

Read some advice for problems and 
understand the main points 34 ☆☆☆

8
旅行中の
トラブル
Problems 
When 
Travelling

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）

Ask other people / answer when you do 
not understand an announcement at an 
airport

35 ☆☆☆

36  自分がどこで何をしていたか、思い出して言う（B1） Remember and say where you were and 
what you were doing 36 ☆☆☆

37  どこかに忘れ物をした友だちを助ける（A2） Help a friend who has lost something 37 ☆☆☆

38  だれかに助けをもとめる（A2） Ask someone for help in an emergency 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）

Read an article from a website and 
understand the problems the writer 
experienced while travelling and how he / 
she felt at the time

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）

Read an article from a website and 
understand the problems the writer 
experienced while travelling and what he 
/ she thinks about it now

40 ☆☆☆

9
仕事をさがす
Looking for a 
Job

41  会社の受付で、会いたい人にとりついでもらう（A2） Ask the reception at a company to tell 
someone that you are here to see him/her 41 ☆☆☆

42  勤めている会社と自分の仕事について話す（B1） Talk about the company you work for and 
the work you do 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）

Read an e-mail asking for advice on job 
hunting and its reply, and understand what 
the writers intend to say

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）

Read an e-mail about the writer's feelings 
on job hunting and understand the writer's 
thoughts and feelings

44 ☆☆☆
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