★☆☆：しました

ɬɨɩɢɤ

1
スポーツの
試合
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ

ɞɚɬɚ

ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ

ɧɨɦɟɪ かつどう

ɫ ɞɟɥɚɥ ɚ

.

★★☆：できました

ɫ ɩɪɚɜɢɥɫɹɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶ.
ɨɰɟɧɤɚ

ɧɨɦɟɪ

Can-do（レベル）

友だちを外出にさそう／さそいをうける（B1）

ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶɤɭɞɚɬɨɞɪɭɝɚɫɨɝɥɚɲɚɬɶɫɹɧɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ

1

☆☆☆

2

りゆうを言ってさそいをことわる（A2）

ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹɨɬɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹɨɛɴɹɫɧɹɹ
ɩɪɢɱɢɧɭ

2

☆☆☆

3

りゆうを言ってやくそくをキャンセルする（B1）

ɨɬɦɟɧɹɬɶɩɥɚɧɵɨɛɴɹɫɧɹɹɩɪɢɱɢɧɭ

3

☆☆☆

スポーツの試合で好きなチームをおうえんする（A2）

ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɥɸɛɢɦɭɸɤɨɦɚɧɞɭɧɚ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ

4

☆☆☆

自分が見たスポーツの試合について話す（A2）

ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɟɹ
ɜɢɞɟɥ ɚ 

5

☆☆☆

おわびのメールとへんじのメールから、じじつと書いた

ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɭɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɢɫɶɦɚɫ
ɢɡɜɢɧɟɧɢɹɦɢɢɨɬɜɟɬɚɧɚɧɟɝɨɢɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɱɭɜɫɬɜɚɚɜɬɨɪɚ

6

☆☆☆

ɢɡɩɢɫɶɦɚɫɨɬɱɟɬɨɦɨɩɨɟɡɞɤɟɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɫɭɬɶɢɱɭɜɫɬɜɚɚɜɬɨɪɚ

7

1

4
5

6

7

2

Ɇɚɪɭɝɨɬɨəɩɨɧɫɤɢɣɹɡɵɤɢɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶȺȼ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ&DQGR

Can-do チェック 『まるごと 日本のことばと文化』初中級 A2/B1

8

人の気持ちを読みとる（B1）
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）
住むところをさがすのにだいじなポイントは何か話す

9

（A2）

10

自分が住んでいるところについて話す（B1）
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）

V- なければ なりません／
V- なきゃ いけません

イＡ／ナＡ ＋ さ、V- ます

☆☆☆
と／で／へ／から／まで ＋ の

ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɬɨɦɱɬɨɜɚɠɧɨɩɪɢ
ɩɨɢɫɤɟɠɢɥɶɹ

8

☆☆☆

ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɦɟɫɬɟɝɞɟɹɠɢɜɭ

9

☆☆☆

ɢɡɫɬɚɬɶɢɧɚɫɚɣɬɟɩɨɧɢɦɚɬɶɜɤɚɤɨɦɞɨɦɟ
ɠɢɜɟɬɱɟɥɨɜɟɤɢɩɨɱɟɦɭ

10

11

の考え方を読みとる（B1）

ɢɡ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɨɪɚɛɨɬɟɢɦɟɫɬɟɠɢɥɶɹ

11

☆☆☆

12

外国の食べ物についてどう思うか話す（B1）

ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɱɬɨɹɞɭɦɚɸɨɟɞɟɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ

12

☆☆☆

ほっとする
食べ物

13

自分の食生活について話す（B1）

ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɫɜɨɢɯɩɢɳɟɜɵɯɩɪɢɜɵɱɤɚɯ

13

☆☆☆

ɢɡɫɬɚɬɶɢɧɚɫɚɣɬɟɩɨɧɢɦɚɬɶɛɟɡɤɚɤɨɣɟɞɵ
ɱɟɥɨɜɟɤɛɭɞɟɬɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɛɹɩɥɨɯɨ

14

☆☆☆

を読みとる（B1）

ɢɡɫɬɚɬɶɢɧɚɫɚɣɬɟɩɨɧɢɦɚɬɶɱɬɨɞɭɦɚɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɫɜɨɢɯɩɢɳɟɜɵɯɩɪɢɜɵɱɤɚɯ

15

☆☆☆

16

客を家の中にあんないする（A2）

ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɞɨɦɝɨɫɬɸ

16

☆☆☆

17

家族を客に紹介する（A2）

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɝɨɫɬɸɫɜɨɸɫɟɦɶɸ

17

☆☆☆

18

外国などで生活した経験や思い出について話す（B1）

ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɨɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯɢɨɩɵɬɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ

18

☆☆☆

ɱɢɬɚɬɶɫɬɚɬɶɸɧɚɫɚɣɬɟɢɩɨɧɢɦɚɬɶɤɚɤɢɟ
ɛɵɥɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɭɚɜɬɨɪɚɨɬɜɢɡɢɬɚɤɞɪɭɝɭ

19

読みとる（B1）

ɩɨɧɢɦɚɬɶɱɭɜɫɬɜɚɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɚɩɢɫɚɥɩɢɫɶɦɨɝɨɫɬɸɫɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸɡɚ
ɜɢɡɢɬ

20 ☆☆☆

21

外国語を勉強する方法について話す（A2）

ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɫɩɨɫɨɛɚɯɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ

21

22

外国語をクラスで学ぶ楽しみについて話す（B1）

ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɪɚɞɨɫɬɢɢɡɭɱɚɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ
ɹɡɵɤɜɚɭɞɢɬɨɪɢɢ

22 ☆☆☆

ɱɢɬɚɬɶɜɫɬɚɬɶɟɧɚɫɚɣɬɟɨɫɩɨɫɨɛɚɯ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɹɩɨɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ

23 ☆☆☆

ɢɡɩɢɫɶɦɚɞɪɭɝɚɩɨɧɢɦɚɬɶɤɚɤɨɣɨɩɵɬ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚɭɧɟɝɨɛɵɥ
ɢɟɝɨɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ

24 ☆☆☆

14

15

4
訪問
ɩɨɯɨɞɜɝɨɫɬɢ

19

20

5
ことばを学ぶ
楽しみ
ɪɚɞɨɫɬɶ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ

23

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）
サイトのきじから、食生活について書いた人の考え方

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）
訪問客へのおれいのメールから、書いた人の気持ちを

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）

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。
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。
来月のマリナーズとの試合、いっしょ
に行きましょう。

せまくてもがまんしています。／

ナ A ／ N でも／じゃなくても

不便でもここに住みたいです。

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

3
ɟɞɚ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɫɟɛɹɤɚɤɞɨɦɚ

ひょうか

イ A- く ても／なくても

S1 ば／なければ、 S2
サイトのきじから、仕事と住むところについて書いた人

ɯ ɨɪɨɲɨɫɩɪɚɜɢɥɫɹɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶ.

ぶんぽう・ぶんけい

（おもしろさ、かんたんさ、さそい）

家をさがす
ɩɨɢɫɤɠɢɥɶɹ

★★★：よくできました

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 ／

ラーメンみたいな食べ物／ベジマイ

N1 は N2 みたいです

トは（見た目が）ジャムみたいです。

ないです／

ラーメンは毎日食べてもあきないで

ありません

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／

つぎの試験は、いいせいせきがとれ

V- そうな N

そうです。／私にも読めそうな本

☆☆☆

☆☆☆

きのうは 3 時間もチャットをしまし
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）

（数量）も

た。／チャットは楽しいので、何時 ☆☆☆
間もやります。

7KH-DSDQ)RXQGDWLRQ

Can-do チェック 『まるごと 日本のことばと文化』初中級 A2/B1
ɬɨɩɢɤ

6

ɞɚɬɚ

ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ

ɧɨɦɟɪ かつどう

25

結婚
ɫɜɚɞɶɛɚ

26

27

28

★☆☆：しました

ɫ ɞɟɥɚɥ ɚ

.

★★☆：できました

ɫ ɩɪɚɜɢɥɫɹɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶ
ɨɰɟɧɤɚ

Can-do（レベル）

ɧɨɦɟɪ

ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɞɪɭɝɨɦɨɧɟɞɚɜɧɢɯ
ɧɨɜɨɫɬɹɯɧɚɲɟɝɨɨɛɳɟɝɨɞɪɭɝɚ

25 ☆☆☆

ɭɬɨɱɧɹɬɶɭɞɪɭɝɚɭɫɥɵɲɚɧɧɭɸɨɧɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ

26 ☆☆☆

ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶɪɟɱɶɧɚɫɜɚɞɶɛɟɭɞɪɭɝɚ
ɝɥɹɞɹɜɡɚɩɢɫɢ

27 ☆☆☆

ɢɡɫɬɚɬɶɢɧɚɫɚɣɬɟɩɨɧɢɦɚɬɶɤɚɤɭɸɢɦɟɧɧɨɫɜɚɞɶɛɭ
ɯɨɱɟɬɭɫɬɪɨɢɬɶɩɚɪɚ

28 ☆☆☆

ɢɫɤɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɫɜɚɞɶɛɟɢɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɤɥɸɱɟɜɵɟɩɭɧɤɬɵ

29 ☆☆☆

ほかの人の心配なようすについて話す（A2）

ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɨɥɸɞɹɯɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɝɥɹɞɹɬɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɵɦɢ

30 ☆☆☆

元気がない人にこえをかける（A2）

ɧɚɱɢɧɚɬɶɪɚɡɝɨɜɨɪɫɱɟɥɨɜɟɤɨɦɤɨɬɨɪɵɣ
ɜɵɝɥɹɞɢɬɪɚɫɫɬɪɨɟɧɧɵɦ

31

ɭɡɧɚɜɚɬɶɨɩɪɨɛɥɟɦɚɯɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢ
ɝɨɜɨɪɢɬɶɨɫɜɨɢɯɦɵɫɥɹɯɢɜɵɜɨɞɚɯɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɜɨɞɭ

32 ☆☆☆

友 だちの最 近のニュースについて別の友 だちと話す
（A2）
友だちについて聞いた話をほんにんにたしかめる（B1）
友だちのために、メモを見て結婚式のスピーチをする
（A2）
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）

★★★：よくできました

ɯ ɨɪɨɲɨɫɩɪɚɜɢɥɫɹɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶ.

ぶんぽう・ぶんけい

V- て あげます

ひょうか

（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 大きなパーティーはしなくてもいい
29

7
なやみ相談
ɫɨɜɟɬɧɚɫɱɟɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ

30
31

32

33

34

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）

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）
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）
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）

33 ☆☆☆

ɱɢɬɚɬɶɫɨɜɟɬɵɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɛɥɟɦɵɢ
ɜɵɞɟɥɹɬɶɞɥɹɫɟɛɹɤɥɸɱɟɜɵɟɩɭɧɤɬɵ

34 ☆☆☆

（N（ひと）に）V- て／ V- ないで ほ

36

自分がどこで何をしていたか、思い出して言う（B1）

ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶɢɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɬɨɦɝɞɟɢɱɬɨ
ɞɟɥɚɥ ɚ

36 ☆☆☆

37

どこかに忘れ物をした友だちを助ける（A2）

ɩɨɦɨɝɚɬɶɞɪɭɝɭɤɨɬɨɪɵɣɱɬɨɬɨɡɚɛɵɥ

37 ☆☆☆

38

だれかに助けをもとめる（A2）

ɩɪɨɫɢɬɶɭɤɨɝɨɬɨɩɨɦɨɳɢ

38 ☆☆☆

ɩɪɨɛɥɟɦɵɜ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ

空港でアナウンスがわからないときに、ほかの人に聞く

S1（ふつうけい plain form）のに、 せっかく会っているのに、友だちは
S2

ɢɡɫɬɚɬɶɢɧɚɫɚɣɬɟɝɞɟɞɟɥɹɬɫɹɫɜɨɢɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɩɨɧɢɦɚɬɶɫɭɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɢ
ɱɭɜɫɬɜɚɬɨɝɨɤɬɨɱɬɨɬɨɫɨɜɟɬɭɟɬ

／答える（A2）

35

旅行中の
トラブル

しいです

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）

（人が）N を V（他動詞 transitive

N が V（自動詞 intransitive verb）

V1- ながら V2
ルと、それを今どう考えているか読みとる（B1）

40 ☆☆☆

41

会社の受付で、会いたい人にとりついでもらう（A2）

ɩɨɩɪɨɫɢɬɶɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɟɪɟɞɚɬɶɱɬɨɹ
ɩɪɢɲɟɥ ɥɚ ɞɥɹɜɫɬɪɟɱɢ

41

42

勤めている会社と自分の仕事について話す（B1）

ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɨɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟɢɮɢɪɦɟ

42 ☆☆☆

40

9
仕事をさがす
ɩɨɢɫɤɪɚɛɨɬɵ

43

44

何を思っているか読みとる（B1）
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）

☆☆☆

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。

ホテルの人が電気をつけます。
電気がつきます。

☆☆☆

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
しゅうしょくの相談とへんじのメールから、書いた人が

カレシと長電話をします。

39 ☆☆☆

ɜɫɬɚɬɶɟɧɚɫɚɣɬɟɱɢɬɚɬɶɨɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
ɜɨɡɧɢɤɲɢɯɜɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢɢɩɨɧɢɦɚɬɶɱɬɨ
ɚɜɬɨɪɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɟɣɱɚɫ

サイトのきじから、書いた人が経験した旅行中のトラブ

☆☆☆

☆☆☆

verb）
ɜɫɬɚɬɶɟɧɚɫɚɣɬɟɱɢɬɚɬɶɨɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
ɜɨɡɧɢɤɲɢɯɜɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢɢɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɱɭɜɫɬɜɚɚɜɬɨɪɚ

です。

☆☆☆

ɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟɜɚɷɪɨɩɨɪɬɭɛɵɥɨ
ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶɭɞɪɭɝɢɯɨɬɜɟɱɚɬɶ
35
ɤɨɦɭɬɨ

8

です

☆☆☆

ɩɨɧɢɦɚɬɶɱɭɜɫɬɜɚɚɜɬɨɪɚɢɡɩɢɫɶɦɚɫ
ɩɪɨɫɶɛɨɣɩɨɦɨɱɶɜɩɨɢɫɤɚɯɪɚɛɨɬɵɢɨɬɜɟɬɚ
ɧɚɬɚɤɨɟɩɢɫɶɦɨ

43 ☆☆☆

ɩɨɧɢɦɚɬɶɱɭɜɫɬɜɚɢɦɵɫɥɢɚɜɬɨɪɚɢɡ
ɩɢɫɶɦɚɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɞɟɥɢɬɫɹ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢɨɬɩɨɢɫɤɚɪɚɛɨɬɵ

44 ☆☆☆

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

人の前で話すよりレポートを書く方

イ A ／ナ A です

がとくいです。

☆☆☆

☆☆☆

7KH-DSDQ)RXQGDWLRQ

