
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
�រ្របកួតក�ី

1  友だちを外出にさそう／さそいをうける（B1） បបួលមិត�ភក� ិរេចញេទៅេ្រកៅ/
យល្់រពមនិង�របបួល

1 ☆☆☆

2  りゆうを言ってさそいをことわる（A2） ជំ�ស់េទៅនិង�របបួលេដោយនិ�យពេីហតុផល 2 ☆☆☆

3  りゆうを言ってやくそくをキャンセルする（B1） លុបេចោល�រ�ត់ជួបេដោយនិ�យពេីហតុផល 3 ☆☆☆

4 スポーツの試合で好きなチームをおうえんする（A2） េល�កទឹកចតិ�ដល្់រកុមែដលេយ�ងចូលចតិ�េនៅេពល
ែដល្របកួតក�ី

4 ☆☆☆

5  自分が見たスポーツの試合について話す（A2） និ�យអំពី�រ្របកួតកី�ែដល�នេម�ល 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）

�នអ៊�ែមលសុេំទោស និង�រេឆ� �យតបរបស់ពួកេគ 
េហ�យយល់ព�ីរពិត និង�រម�ណ៍របសអ់�កសរេសរ 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）

7 ☆☆☆

2
家をさがす
�រែស�ងរកផ�ះ

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）

និ�យ�េត�អ� ��ចំណុចែដលស�ំន់ក� �ង�រែស� ង
រកទីកែន�ង�� ក់េនៅ?

8 ☆☆☆

9  自分が住んでいるところについて話す（B1） និ�យអំំពីទីកែន�ងែដលខ� �នឯងកំពុងរស់េនៅ 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）

�នអត�បទពីក� �ងេគហទំព័រ រចួអ�កនិងដឹង
�េត�អ�កចង់រស់េនៅផ�ះែបប�?
េត�េហតុផលេនោះ�អ� �?

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）

�នអត�បទពកី� �ងេគហទំំព័ររចួអ�កនិងដឹងពី
�រគិតរបសអ់�កែដល�នសរេសរអំពីទីកែន�ង
រសេ់នៅនិង�រ�រ

11 ☆☆☆

3
ほっとする
食べ物

12  外国の食べ物についてどう思うか話す（B1） និ�យ� 
េត�អ�កគិត�៉ង�ែដរអំព�ី�របរេទស?

12 ☆☆☆

13  自分の食生活について話す（B1） និ�យអំពីរបប��របសខ់� �នឯង 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）

�នអត�បទពីេគហទំព័រេយ�ងនិង�នយល់� 
ស្រ�ប់អ�កសរេសរ
េត���រែបប�ែដលមិន�ចអត់�ន។

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）

�នអត�បទពេីគហទំព័រេយ�ងនិង�នយល់ 
ពីរេបៀបគិតរបសអ់�កសរេស
អំពីរបប��ក� �ងជីវ�ព្រប�ំៃថ�

15 ☆☆☆

4
訪問

េទៅេលង 
(េទៅេលង
�តិមិត�) 

16  客を家の中にあんないする（A2） �េំភ��វចូលេទៅក� �ងផ�ះ 16 ☆☆☆

17  家族を客に紹介する（A2） ែន�អំំពី្រគួ�រេអោយេទៅេភ���ន�� ល់ 17 ☆☆☆

18  外国などで生活した経験や思い出について話す（B1） និ�យអំពីបទពិេសោធន៍និង�រចង�ំ�ក់ទ
ងនិង�ររសេ់នៅឯបរេទស

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）

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）

20 ☆☆☆

5
ことばを学ぶ
楽しみ
�ពសប្�យៃន
�រេរៀន��

21  外国語を勉強する方法について話す（A2） និ�យអំពីវ �ធី��ស� ៃន�រេរៀន��បរេទស 21 ☆☆☆

22  外国語をクラスで学ぶ楽しみについて話す（B1）
និ�យអំពី�ពស�យៃន�រេរៀន��បរេទស
េនៅក� �ង�� ក់េរៀន 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）

�ននិងយល់អត�បទេនៅេល�េគហទំព័រ 
អំពីវ �ធៃីន�រេរៀន��ជប៉ុនេនៅបរេទស

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）

�នអ៊�ែម៉លរបស់មតិ�ភក� ិនិង�នយល់ព ី
�រម�ណ៍និងបទពិេសោធន៍ៃន�រេរៀន� 
�បរេទសរបសអ់�កេនោះ។

24 ☆☆☆

Can-do チェック　『まるごと　日本のことばと文化』初中級 A2/B1 Can-do Check 
『�៉រហុ� � តុ ��និងវប្បធម』៌
េសៀវេភៅក្រមិតក�� ល (A2/B1)
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★☆☆：しました  េធ� ��ន  ែត�ចនិងេធ� ��នល� �ងេនះ　  ★★☆：できました  េធ� ��ន ★★★：よくできました  េធ� ��នល�

��រែដល�៉ំេហ�
យ�ន�រម�ណ៍�
ធូេស្ប�យក� �ងចិត�

�ននិងយល់ពី�រម�ណ៍របសអ់�កែដល�នសរេសរ
�មួយនិង�រពិត 
ៃនអ៊�ែម៉លែដល�ន�យ�រណេ៍ពលេចញេទៅេ្រកៅ

�នអត�បទពីេគហទំព័រេយ�ងនិង�នដឹង� 
អ�កសរេសរ�ត់�នេធ� �អ� �ខ� ះេពលេទៅេលងផ�ះ
មិត�ភក� ិ េហ�យ�ន�រម�ណ៍ែបប�? 

�នអ៊�ែមលអរគុណរបសេ់ភ��វែដល�នមកេលង
និងយល់ពី�រម�ណ៍ែដល�ត់�នសរេសរ។



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
�រេរៀប�រ

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）

ន�ិយ�មួយមតិ�ភ្រក័ដៃ៏ទេទៀតអំពីព័ត�៌នែដ
លេក�តេឡ�ងថ�ីៗេនះរបស់មតិ�ភ្រក័ 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）
េធ� ��រប�� ក់�មួយសមីខ� �នអំពីេរឿងែដល�ន
�� ប់ពីមិត�ភ្រក័ ័

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）

ន�ិយជូនពរេទៅមតិ�ភ្រក័េនៅក� �ងពិធីមង�ល�រ
េដោយេម�លេទៅេល�្រក�សែដល�ន្រ�ងទុក 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）

�នអត�បទពីេគហទំព័រ និង�នដឹង� 
េត�ពីរអ�កេនោះចង់េរៀបចំពិធីេរៀប�រែបប�?

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）

យល់ដឹងេនៅចំណុចសំ�ន់ៗេ្រកោយព�ីន�នល
ទ�ផល្រ�វ្រ�វៃន�រេរៀប�រ 29 ☆☆☆

7
なやみ相談

30  ほかの人の心配なようすについて話す（A2） និ�យអំពី�� ន�ពមនុស្សែដលេម�លេទៅ្រពួយ
�រម�

30 ☆☆☆

31 元気がない人にこえをかける（A2） 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）

្រ�វ្រ�វអំពីទុក� ្រពួយរបសអ់�កដ៏ៃទេហ�យនិ�យ
អំំពី�រម�ណ៍និងលទ�ផលែដល�ន្រ�វ្រ�វ។ 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）

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）

�ននូវ�រេអោយដំបូ�� នពីប�� �រទកុ� ្រពួយ 
អ�កនិងយល់ដឹងពីចំណុចសំ�ន់ៗ។ 34 ☆☆☆

8
旅行中の
トラブル
ប�� ក� �ងកំឡ� ងេព
លេធ� �ដំេណ�រកំ�ន�

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）

េឆ� �យ ឬ 
សួរេទៅអ�កដ៏ៃទេនៅេពលែដលមិនយល់ពី
េសចក� ី្រប�សេនៅឯ្រព�នយន�េហោះ

35 ☆☆☆

36  自分がどこで何をしていたか、思い出して言う（B1）
រ�លឹកេឡ�ងវ �ញេដោយខ� �នឯង 
�េត��នេធ� �អ� �េនៅកែន�ង�ខ�ះ?

36 ☆☆☆

37  どこかに忘れ物をした友だちを助ける（A2） ជួយមិត�ភក� ិែដល�នេភ�ចអី�� ន់េនៅកែន�ង�
មួយ។ 37 ☆☆☆

38 だれかに助けをもとめる（A2） េស� �សុំជំនួយ(�រជួយ)ពីនរ��� ក់់ 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）

�នអត�បទេនៅក� �ងេគហទំព័រ 
 និង�នយល់ព�ីរម�ណ៍របសអ់�កសរេសរ
ពីប�� និងបទពិេសោធន៍ែដល�នេក�តេឡ�ងេនៅ
េពលេធ� �ដំេណ�រកំ�ន�។

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）

40 ☆☆☆

9
仕事をさがす
�រែស�ងរក
�រ�រ

41  会社の受付で、会いたい人にとりついでもらう（A2） េធ� ��រ�ក់ទងេទៅមនុស្សែដលខ� � ំចង់ជួបេនៅឯក
ែន�ងទទួលេភ��វ

41 ☆☆☆

42  勤めている会社と自分の仕事について話す（B1） និ�យអំពី�រ�ររបសខ់� �នឯង�មួយ
និង្រកុមហ៊ុនែដលកំពុងេធ� ��រ

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）

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）

44 ☆☆☆
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�រ្របឹ �ប��
និ�យ�មួយនិងអ�កែដលមិនស �យ

�នអត�បទពីេគហទំព័រព�ិ ��រទុក� ្រពួយ 
អ�កនិង�នដឹងពីអត�ន័យនិង�រម�ណ៍របស់
អ�កពិ��។

�នអត�បទក� �ងេគហទំព័រ  និងយល់ 
�េត�ឥឡ� វេនះអ�កសរេសរ�ត់គិត
ែបប�ពីប�� និងបទពិេសោធន៍ែដល�នេក�ត
េនៅេពលេធ� �ដំេណ�រកំ�ន�។

�ន�រេឆ� �យតបពី�រព�ិ �រក�រ�រ 
និង�នយល់� េត�អ�កសរេសរកំពុងគិតពីអ� �?

�នអ៊�ែម៉លែដល�នសរេសរពីចំ�ប់�រម�ណ៍
ៃនសកម��ពរក�រ�រ 
និង�នដឹងពី�រម�ណ៍និង�រគិតរបស់អ�កសរ
េសរ។




