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What's your hobby? Shumi wa nan desu ka

Japanese

1

Exchange greetings

・Ohayoo gozaimasu/Konnichiwa/Konbanwa/Sayoonara

Holidays and 28

Talk about your hobbies

・Shumi wa nan desu ka.

Nihongo

2

Recognise Japanese characters

・Arigatoo gozaimasu/Sumimasen

Days oﬀ 1

Talk about what you do on your days oﬀ

・Donna eega ga suki desu ka.

p21

Lesson ２ Would you say that again? Moo ichido onegaishimasu
3

Use basic classroom expressions

4

Write your name and country in Japanese

・Shin-san, imasu ka.
・Kiite kudasai./Itte kudasai./…

29

Yasumi no hi 1

・Yasumi no hi ni nani o shimasu ka.

p73

・Yasumi no hi ni supootsu o shimasu ka.
Lesson １２ Shall we go together? Issho ni ikimasen ka

・̶ tte doo yuu imi desu ka./…

30

Recognise information on posters and calendars for
・Sumoo, mi ni ikimasu ka.
events

31

Say whether or not you will attend an event

・(Matsuri wa) itsu desu ka.

32

Talk about whether or not you can go out with your
friend

・Issho ni mi ni ikimasen ka.

Life and Culture Names

２

Lesson ３

Nice to meet you Doozo yoroshiku

Myself

5

Give a simple self introduction

Watashi

6

Recognise the parts of a business card

p31

・Hajimemashite, (Yamada) desu.
Doozo yoroshiku onegaishimasu.

Life and Culture Japanese seasonal events and national holidays

・Onamae wa? /Dochira kara?/Oshigoto wa?

７

・Nihongo ga dekimasu ka.

Towns

33

Recognise station and taxi signs

・Fuji-Hoteru made onegaishimasu.

Machi

34

Show a taxi driver a note and say your destination

・Ikura desu ka./Kaado de ii desu ka.

35

Say how to get to a particular destination

・Koko kara kuukoo made doo yatte ikimasu ka.

Lesson ４ There are three people in my family Kazoku wa san-nin desu

・Kono hito wa dare desu ka.

7

Talk brieﬂy about your family

8

Tell someone about your family, using a family photo ・Oikutsu desu ka.

p83

・Doko ni sunde imasu ka.
Life and Culture Family

３
Food

Lesson ５
9

What kind of food do you like? Nani ga suki desu ka

Talk about your favorite foods

・Nani ga suki desu ka.

Lesson １３ How are you going to get there? Doo yatte ikimasu ka

Lesson １４

It's a famous temple Yuumeena otera desu

36

Say how to get to a destination, using a map

・Sumimasen, depaato wa doko desu ka.

37

Say where you are now over the phone

・Moshimoshi, ima doko desu ka.

38

Recognise opening/closing times on shop
noticeboards

Tabemono

10

Oﬀer someone a drink

・Koohii, nomimasu ka.

Life and Culture Japanese towns

p41

11

Talk about your breakfast

・Asa-gohan o tabemasu ka.

８

Lesson １５

・Nani o tabemasu ka.

Shopping

39

Talk about what you want to buy

Kaimono

40

Talk about where to shop for something you want

Lesson ６ Where are you goig to have lunch today? Doko de tabemasu ka
12

Say what your favorite dish is

・Sukina ryoori wa nan desu ka.

13

Talk with a friend about where to go for lunch

・Kyoo wa doko de tabemasu ka.

14

Read a menu

・Ano mise wa oishii desu.

15

Order food and drinks at a hamburger shop

p93

・Sumimasen, koohii hitotsu kudasai.

Life and Culture Fast food restaurants

Make a brief comment on things in a shop
Read prices

・S-saizu, arimasu ka.

43

Do some shopping

・Motto yasui no, arimasu ka.
・Hoka no iro, arimasu ka.

16

Say what kind of home you live in

・Watashi no ie wa apaato desu.

Ie

17

Say what you have in your home

・Watashi no ie wa semai desu.

Life and Culture Souvenirs

p51

18

Write an E-mail inviting someone to your home

・Watashi no ie ni eakon ga futatsu arimasu.

９

Ask/Say where to put things in the room

・Zasshi wa doko desu ka.

20

Visit / Welcome a friend

・Koko wa daidokoro desu.

21

Show someone around your home

22

Recognise the name and address on signs

・Gomenkudasai./Ii heya desu ne./Kore, nan desu ka.
/Toire wa doko desu ka.

Life and Culture Rooms

５

Lesson ９ What time do you get up? Nan-ji ni okimasu ka

Daily Life

23

Seekatsu

24

p61

Say the time you do something

・Nan-ji ni okimasu ka.

・Kite mitemo ii desu ka.

Lesson １７ It was fun Tanoshikatta desu

Holidays and 44

Read a short blog

・Yasumi wa doo deshita ka.

Days oﬀ 2

45

Say what you did on your days oﬀ

・Mata ikimasu ka.

Yasumi no hi 2

46

Say brieﬂy what you thought about your days oﬀ

p103

47

Write a short blog about your days oﬀ

Lesson １８ I would like to visit Kyoto next time Tsugi wa Kyooto ni ikitai desu
48

Read a simple E-mail

・Tookyoo de nani o shimashita ka.

49

Say what you did on your travels

・Kabuki wa doo deshita ka.

50

Say where you want to go next time

・Tsugi wa doko ni ikitai desu ka.

Life and Culture Japanese sightseeing areas

Talk about your daily routine

Lesson １０

・Nani ga hoshii desu ka.

41
42

Lesson ７ There are three rooms in my home Heya ga mittsu arimasu

19

・Tomodachi ni nani o agemasu ka.

Lesson １６ I'll take this Kore kudasai

Home

It's a nice room Ii heya desu ne

・Ehagaki, dare ni agemasu ka.

・Kawaii T-shatsu wa doko de kaemasu ka.

４

Lesson ８

Cute! Kawaii！

When is convenient for you? Itsu ga ii desu ka

25

Talk about your schedule for this week

26

Talk about when to have a party

・Paathii wa itsu ga ii desu ka.

27

Write a birthday card

・Tanjoobi omedetoo.

Test and Reﬂection ２ p114-p115

Life and Culture Morning and evening

Test and Reﬂection １ p71-p72

18

19

にゅうもん

ないよういちらん

『まるごと

トピック

もくひょう Can-do

１

だい１か

にほんご

p21

日本のことばと文化』入 門 A1 ＜かつどう＞

おもなひょうげん

こんにちは

1

あいさつを します

・おはようございます／こんにちは／こんばんは／さようなら

2

にほんごを よみます

・ありがとうございます／すみません

だい２か

もういちど おねがいします

はなす、やりとり

トピック

もくひょう Can-do

６

だい１１か しゅみは なんですか

やすみのひ 1

p73

わたし

p31

28

しゅみについて はなします

・しゅみは なんですか。

29

やすみの ひに なにを するか はなします

・どんな えいがが すきですか。
・やすみの ひに なにを しますか。

・シンさん、いますか。

4

なまえと くにを かきます

・きいて ください／いって ください／…

だい１２か

・○○って どういう いみですか。／…

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

・
（まつりは）いつですか。

32

ともだちと いっしょに でかけるか どうか はなします

・いっしょに みに いきませんか。

だい３か

・やすみの ひに スポーツを しますか。

どうぞ よろしく

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

・はじめまして、
（やまだ）です。
どうぞ よろしく おねがいします。
・おなまえは？／どちらから？／おしごとは？

だい４か

かぞくは ３にんです

まち

p83

だい１３か

どうやって いきますか

33

えきや タクシーの サインを よみます

・ふじホテルまで おねがいします。

34

タクシーに のって メモを みせて いきさきを いいます

・いくらですか。／カードで いいですか。

35

もくてきちまで どうやって いくか はなします

・ここから くうこうまで どうやって いきますか。

かぞくの ことを かんたんに はなします

・この ひとは だれですか。

だい１４か

8

かぞくの しゃしんを みて はなします

・おいくつですか。

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

・すみません、デパートは どこですか。

37

いま どこに いるか でんわで はなします

・もしもし、いま どこですか。

38

みせの じかんを よみます

だい５か

なにが すきですか

ゆうめいな おてらです

9

すきな たべものが なにか はなします

・なにが すきですか。

せいかつとぶんか にほんの まち

10

ほかの ひとに のみものを すすめます

・コーヒー、のみますか。

８

11

あさごはんの しゅうかんについて はなします

・あさごはんを たべますか。

かいもの

・なにを たべますか。
だい６か
12

p93

だい１５か かわいい！
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

だい１６か

・すきな りょうりは なんですか。

これ、ください

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
・きょうは どこで たべますか。
ます

みせに ある ものについて どう おもうか いいます

・なにが ほしいですか。

42

しょうひんの ねだんを よみます

・S サイズ、ありますか。

14

メニューを よみます

・あの みせは おいしいです。

43

みせで かいものを します

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

・すみません、コーヒー ひとつ ください。

p51

だい７か

・きてみても いいですか。

へやが 3 つ あります

せいかつとぶんか おみやげ

16

どんな いえに すんで いるか いいます

・わたしの いえは アパートです。

17

いえに なにが あるか いいます

・わたしの いえは せまいです。

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

・わたしの いえに エアコンが ふたつ あります。

だい８か

いい へやですね
へやの

19

ものを

20

いえを ほうもんします／いえに ともだちを むかえます

どこに

おくか

ききます／いいます

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

・ここは だいどころです。
・ごめんください。／いい へやですね。／これ、なんですか。
／トイレは どこですか。

せいかつ

p61

だい９か なんじに おきますか
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

だい１０か
25

９
やすみのひ 2

p103

だい１７か

・なんじに おきますか。

たのしかったです

44

みじかい ブログを よみます

・やすみは どうでしたか。

45

やすみに なにを したか はなします

・また いきますか。

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

・ざっしは どこですか。

せいかつとぶんか へや

５

・もっと やすいの、ありますか。
・ほかの いろ、ありますか。

せいかつとぶんか ファーストフードの みせ

いえ

・ともだちに なにを あげますか。
・かわいい T シャツは どこで かえますか。

どこで たべますか

すきな りょうりを いいます

・えはがき、だれに あげますか。

41

13

４

・すもう、みに いきますか。

7

せいかつとぶんか かぞく

p41

いっしょに いきませんか

せいかつとぶんか にほんの きせつの イベントと しゅくじつ

７

・どこに すんで いますか。

たべもの

おもなひょうげん

きょうしつの ことばを はなします

・にほんごが できますか。

３

かく

3

せいかつとぶんか なまえ

２

よむ

だい１８か

つぎは きょうとに いきたいです

48

かんたんな E メールを よみます

・とうきょうで なにを しましたか。

49

りょこうの とき なにを したか はなします

・かぶきは どうでしたか。

50

つぎの りょこうは どこに いきたいか いいます

・つぎは どこに いきたいですか。

せいかつとぶんか にほんの かんこうち

テストとふりかえり ２

p114-p115

いつが いいですか

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

・パーティーは いつが いいですか。

27

バースデーカードを かきます

・たんじょうび おめでとう。

せいかつとぶんか あさと よる

テストとふりかえり １

10

p71-p72

11

