
Can-doチェック　『まるごと　日本のことばと文化』 入
にゅうもん

門 A1＜かつどう＞

トピック か タイトル NO Can-do（  はなす、やりとり：36　  よむ：10　  かく：4 ）

１
にほんご
Bahasa 
Jepang

1 こんにちは
Halo

1  あいさつを します

2  にほんごを よみます 

2 もういちど　おねがいします
Tolong Ulangi Sekali Lagi

3  きょうしつの ことばを はなします

4  なまえと くにを かきます

２
わたし
Diriku

3 どうぞ　よろしく
Senang Berkenalan Dengan Anda

5  じぶんの ことを かんたんに はなします

6  めいしを よみます

4 かぞくは　３にんです
Anggota Keluarga Saya Tiga Orang 

7  かぞくの ことを かんたんに はなします

8  かぞくの しゃしんを みて はなします

３
たべもの
Makanan

5 なにが　すきですか
Makanan Apakah yang Anda Sukai?

9  すきな たべものが なにか はなします

10  ほかの ひとに のみものを すすめます

11  あさごはんの しゅうかんについて はなします

6 どこで　たべますか
Kita Akan Makan di Mana? 

12  すきな りょうりを いいます

13  ひるごはんを どこで いっしょに たべるか ともだちと はなします

14 メニューを よみます

15 ハンバーガーの みせで かんたんな ちゅうもんを します

４
いえ
Rumah

7 へやが　3つ　あります
Ada Tiga Kamar di Rumah Saya

16  どんな いえに すんで いるか いいます

17  いえに なにが あるか いいます

18  ともだちを いえに しょうたいする E メールを かきます

8 いい　へやですね
Ruangannya Bagus, ya

19  ものを　へやの　どこに　おくか　ききます／いいます

20  いえを ほうもんします／いえに ともだちを むかえます

21  いえの なかを あんないします

22  そとで なまえや じゅうしょを よみます

５
せいかつ
Kehidupan 
Keseharian

9 なんじに　おきますか
Pukul Berapakah Anda Bangun?

23  なにかを する じかんを いいます

24  いちにちの せいかつを はなします

10 いつが　いいですか
Bisanya Kapan?

25  いっしゅうかんの スケジュールについて はなします

26  パーティーを いつに するか はなします

27  バースデーカードを かきます

６
やすみのひ1
Hari Libur  1

11 しゅみは　なんですか
Apa Hobi Anda?

28  しゅみについて はなします

29  やすみの ひに なにを するか はなします

12 いっしょに　いきませんか
Mau Pergi Bersama Saya?

30  イベントの ポスターや カレンダーを よみます

31  イベントに いくか どうか いいます

32  ともだちと いっしょに でかけるか どうか はなします

７
まち
Kota

13 どうやって　いきますか
Bagaimanakah Cara Menuju ke Sana?

33  えきや タクシーの サインを よみます

34 タクシーに のって メモを みせて いきさきを いいます

35  もくてきちまで どうやって いくか はなします

14 ゆうめいな　おてらです
Kuil Buddha Terkenal

36  ちずを みながら もくてきちまで どうやって いくか はなします

37  いま どこに いるか でんわで はなします

38  みせの じかんを よみます 

８
かいもの
Berbelanja

15 かわいい！
Aih Lucunya!

39  かいたい ものについて はなします

40  ほしい ものが どこで かえるか はなします

16 これ、ください
Saya Mau yang Ini

41  みせに ある ものについて どう おもうか いいます

42  しょうひんの ねだんを よみます

43  みせで かいものを します

９
やすみのひ2
Hari Libur 2

17 たのしかったです
Menyenangkan Sekali

44  みじかい ブログを よみます 

45  やすみに なにを したか はなします

46  やすみに した ことについて どう おもったか かんたんに いいます

47  やすみの ひの ことについて みじかい ブログを かきます

18 つぎは　きょうとに　いきたいです
Liburan Berikutnya Saya Ingin ke Kyoto

48  かんたんな E メールを よみます

49  りょこうの とき なにを したか はなします

50  つぎの りょこうは どこに いきたいか いいます
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NO ひょうか コメント （年 /月 /日）

Marugoto: Bahasa dan Kebudayaan Jepang Pemula A1 
〈 Buku Paket untuk Aktivitas Bahasa Komunikatif 〉

Mengucapkan salam 1 ☆☆☆ （　/　/　）
Mengenali huruf dalam bahasa Jepang 2 ☆☆☆
Menggunakan ungkapan dasar yang digunakan di kelas 3 ☆☆☆ （　/　/　）
Menuliskan nama dan asal negara kita dalam bahasa Jepang 4 ☆☆☆
Memperkenalkan diri secara sederhana 5 ☆☆☆ （　/　/　）
Mengenali bagian-bagian pada kartu nama 6 ☆☆☆
Bercerita singkat tentang keluarga 7 ☆☆☆ （　/　/　）
Bercerita tentang keluarga kepada seseorang dengan menggunakan foto keluarga 8 ☆☆☆
Berbicara mengenai makanan favorit 9 ☆☆☆ （　/　/　）
Menawarkan minuman 10 ☆☆☆
Bercerita mengenai kebiasaan makan pagi 11 ☆☆☆
Menyatakan masakan favorit 12 ☆☆☆ （　/　/　）
Bercakap-cakap dengan teman di mana akan makan siang bersama 13 ☆☆☆
Membaca menu 14 ☆☆☆
Memesan makanan dan minuman secara sederhana di restoran hamburger 15 ☆☆☆
Menyatakan bagaimana tempat tinggal kita 16 ☆☆☆ （　/　/　）
Menyatakan ada benda apa saja di rumah kita 17 ☆☆☆
Menulis e-mail untuk mengundang teman main ke rumah 18 ☆☆☆
Bertanya di mana benda harus diletakkan dan menjawab pertanyaan tersebut 19 ☆☆☆ （　/　/　）
Mengunjungi rumah teman/ menyambut teman yang berkunjung ke rumah 20 ☆☆☆
Memandu tamu di dalam rumah 21 ☆☆☆
Membaca nama dan alamat yang terdapat di jalan 22 ☆☆☆
Menyatakan waktu melakukan sesuatu 23 ☆☆☆ （　/　/　）
Berbicara mengenai rutinitas harian 24 ☆☆☆
Berbicara mengenai jadwal minggu ini 25 ☆☆☆ （　/　/　）
Berbicara kapan sebaiknya mengadakan pesta 26 ☆☆☆
Menulis kartu ucapan selamat ulang tahun 27 ☆☆☆
Berbicara mengenai hobi 28 ☆☆☆ （　/　/　）
Bercerita mengenai hal yang dilakukan pada hari libur 29 ☆☆☆
Memahami informasi pada poster dan kalender tentang suatu acara 30 ☆☆☆ （　/　/　）
Menyatakan apakah Anda akan menghadiri suatu acara atau tidak 31 ☆☆☆
Menyatakan apakah Anda dapat pergi bersama seorang teman atau tidak 32 ☆☆☆
Mengenali rambu di stasiun dan tempat naik taksi 33 ☆☆☆ （　/　/　）
Memperlihatkan alamat kepada supir taksi dan menyatakan tujuan Anda 34 ☆☆☆
Menyatakan bagaimana cara mencapai suatu tempat yang dimaksud 35 ☆☆☆
Memberitahukan bagaimana mencapai suatu tempat dengan melihat peta 36 ☆☆☆ （　/　/　）
Menyatakan lokasi Anda saat ini melalui telepon 37 ☆☆☆
Membaca papan pemberitahuan di toko mengenai jam operasional 38 ☆☆☆
Menyatakan benda apa yang ingin Anda beli 39 ☆☆☆ （　/　/　）
Berbicara mengenai tempat berbelanja untuk sesuatu yang Anda inginkan 40 ☆☆☆
Membuat komentar pendek mengenai benda-benda di suatu toko 41 ☆☆☆ （　/　/　）
Membaca harga barang 42 ☆☆☆
Berbelanja di toko 43 ☆☆☆
Membaca tulisan singkat di blog 44 ☆☆☆ （　/　/　）
Menceritakan apa yang Anda lakukan di hari libur 45 ☆☆☆
Menyatakan  secara singkat bagaimana pendapat Anda tentang liburan Anda 46 ☆☆☆
Membuat tulisan pendek di blog mengenai liburan Anda 47 ☆☆☆
Membaca e-mail sederhana 48 ☆☆☆ （　/　/　）
Bercerita apa yang Anda lakukan selama berlibur 49 ☆☆☆
Menyatakan rencana Anda selanjutnya ingin pergi ke mana 50 ☆☆☆

Saya melakukan, tapi seha-
rusnya bisa lebih baik lagi

Ya, saya mampu 
melakukannya

Saya melakukannya 
dengan baik★☆☆：しました　                         　            ★★☆：できました　                           ★★★：よくできました　          

Daftar Pengecekan 
Target Can-do

145

© The Japan Foundation


