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1. にほんご
Japanese

だい1か
ひらがな
Hiragana

・ひらがなを　よみます。／かきます。
Read/write	hiragana.

あ、い、う、え、お ……… ん 1 ☆☆☆
（　/　/　）

だい2か
カタカナ
Katakana

・カタカナを　よみます。／かきます。
Read/write	katakana.

ア、イ、ウ、エ、オ ……… ン 2 ☆☆☆
（　/　/　）

2. わたし
Myself

だい3か
どうぞ　よろしく
Nice	to	meet	you

・はじめて　あった　ひとと　どんな　あいさつを　しますか。
How	do	you	greet	people	when	you	meet	them	for	the	first	time?

・はじめて　あった　ひとと　なにを　はなしますか。
What	do	you	talk	about	with	people	you	meet	for	the	first	time?

わたしは カーラです。  は　  です。 3 ☆☆☆ （　/　/　）

わたしは にほんごが できます。  が　できます。(L11) ＊ 4 ☆☆☆
わたしも エンジニアです。  も　  5 ☆☆☆

だい4か
かぞくは　3にんです
There	are	three	people	in	
my	family

・はじめて　あった　ひとと　かぞくについて　なにを　はなしますか。
What	do	you	say	about	your	family	when	you	meet	people	for	the	first	time?

・かぞくの　しゃしんを　みて　なにを　はなしますか。
What	do	you	talk	about	when	you	look	at	a	family	photo?

かぞくは ちちと ははと わたしです。  と　  6 ☆☆☆ （　/　/　）

あねは おおさかに すんで います。  に　すんで　います。 7 ☆☆☆
あにの こどもは  4 さいです。  の　  8 ☆☆☆

3. たべもの
Food

だい５か
なにが　すきですか
What	kind	of	food	do	you	
like?

・あなたは　いつも　あさごはんを　たべますか。
Do	you	always	eat	breakfast?

・たべものは　なにが　すきですか。のみものは　なにが　すきですか。
What	food	and	drinks	do	you	like?

にくが すきです。
 が　すきです。(L11) ＊

9 ☆☆☆ （　/　/　）

やさいは すきじゃないです。 10 ☆☆☆
あさごはんを たべます。  を　  ます。 11 ☆☆☆
コーヒーを よく のみます。 よく　  ます。(L11) ＊ 12 ☆☆☆

だい６か
どこで　たべますか
Where	are	you	going	to	
have	lunch?

・あなたは　ひるごはんを　いつも　どこで　たべますか。
Where	do	you	always	have	lunch?

・ファーストフードの　みせで　たべますか。なにを　たべますか。
Do	you	eat	at	fast	food	restaurants?	What	do	you	have?

すきな りょうりは カレーです。 すきな  は　  です。 13 ☆☆☆ （　/　/　）

ラーメンやさんで ラーメンを たべます。  で　  ます。(L11) ＊ 14 ☆☆☆
あの みせは おいしいです。  は　 い です。(L7) ＊ 15 ☆☆☆

4. いえ
Home

だい７か
へやが　３つ　あります
There	are	three	rooms	in	
my	home

・どんな　いえに　すんで　いますか。
What	is	your	home	like?

・へやに　なにが　ありますか。
What	do	you	have	in	your	room?

いえに エアコンが あります。  に　  が　あります。(L14) ＊ 16 ☆☆☆ （　/　/　）

いえに ねこが います。  に　  が　います。 17 ☆☆☆
ベッドが  2 つ あります。  が　  あります。 18 ☆☆☆
わたしの いえは せまいです。  は　 い です。(L6) ＊ 19 ☆☆☆

だい８か
いい　へやですね
It's	a	nice	room

・へやの　どこに　なにが　ありますか。
What	things	are	there	in	your	room	and	where	are	they?

・ともだちの　いえに　いった　とき、ともだちが　いえに　きた　とき、
どんな　ことを　はなしますか。
What	do	you	talk	about	when	you	visit	a	friend's	home,	and	a	friend	visits	your	home?

にんぎょうは たなの うえです。  は　  の　  です。
(L14) ＊ 20 ☆☆☆

（　/　/　）

5. せいかつ
Daily Life

だい９か
なんじに　おきますか
What	time	do	you	get	up?

・いま　なんじですか。
What	time	is	it	now?

・まいにち　なんじに　おきますか。なんじに　ねますか。
What	time	do	you	get	up	and	go	to	bed	every	day?

いま なんじですか。9 じです。 じ です。 21 ☆☆☆
（　/　/　）

わたしは  7 じに おきます。 じ に　  ます。 22 ☆☆☆

だい10か
いつが　いいですか
When	is	convenient	for	
you?

・あなたの　かいしゃは　なんじから　なんじまでですか。
What	time	do	you	start	and	finish	work?

・あなたは　まいにち　なんじかん　しごとを　しますか。
How	many	hours	do	you	work	every	day?

かいしゃは  9 じから  5 じまでです。  から　  までです。(L13) ＊ 23 ☆☆☆ （　/　/　）

7 じかん しごとを します。 じかん　  ます。 24 ☆☆☆
きんようびが いいです。  が　いいです。(L13) ＊ 25 ☆☆☆

　＊：同じ文型を使用している課
　　　lesson in which the same grammar is taught

★☆☆：しました　I did it, but could do it better.　 ★★☆：できました　I did it.　 ★★★：よくできました　I did it well.
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　＊：同じ文型を使用している課
　　　lesson in which the same grammar is taught
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6. やすみのひ 1
Holidays and
Days off 1

だい11か
しゅみは　なんですか
What's	your	hobby?

・あなたの　しゅみは　なんですか。なにが　すきですか。
What	is	your	hobby?	What	do	you	like?

・やすみの　ひは　なにを　しますか。
What	do	you	do	on	your	days	off?

どくしょが すきです。  が　すきです。(L5) ＊ 26 ☆☆☆ （　/　/　）

ギターが できます。  が　できます。(L3) ＊ 27 ☆☆☆
うちで えいがを みます。  で　  ます。(L6) ＊ 28 ☆☆☆
ときどき かいものを します。 ときどき　  ます。(L5) ＊ 29 ☆☆☆

だい12か
いっしょに　いきませんか
Shall	we	go	together? ・あなたの　まちでは、どんな　イベントが　ありますか。

What	kinds	of	events	are	there	in	your	town?

・だれと　いっしょに　いきますか。
Who	are	you	going	with?

どようびに コンサートが あります。  に　  が　あります。 30 ☆☆☆ （　/　/　）

こくさいホールで えいがが あります。  で　  が　あります。 31 ☆☆☆
すもうを みに いきます。 （  を ）　  に　いきます。 32 ☆☆☆
いっしょに こうえんに いきませんか。 いっしょに　  ませんか。 33 ☆☆☆
いきましょう。  ましょう。 34 ☆☆☆

7. まち
Towns

だい13か
どうやって　いきますか
How	are	you	going	to	get	
there?

・あなたは　うちから　がっこうまで　どうやって　いきますか。
How	do	you	get	from	your	home	to	school?

・タクシーで　うんてんしゅに　どんな　ことを　いいますか。
What	do	you	say	to	a	taxi	driver?

うちから えきまで バスで いきます。  か ら   ま で   で  
 ます。(L10) ＊ 35 ☆☆☆ （　/　/　）

えきで でんしゃに のります。  で　  に　のります。 36 ☆☆☆
くうこうは でんしゃが いいです。  は　  が　いいです。(L10)＊ 37 ☆☆☆
はやいですから。  から。 38 ☆☆☆

だい14か
ゆうめいな　おてらです
It's	a	famous	temple ・あなたの　まちは　どんな　まちですか。なにが　ありますか。

What	is	your	town	like?	What	things	are	there	in	your	town?

・たてものや　ひとの　ばしょを　どうやって　せつめいしますか。
How	do	you	explain	where	buildings	are,	and	where	people	are?

ふるい じんじゃ、にぎやかな まち い  、 な 39 ☆☆☆ （　/　/　）

さいたまに ふるい じんじゃが あります。  に　  が　あります。(L7) ＊ 40 ☆☆☆
えきの となり、きっさてんの まえ  の　   (L8) ＊ 41 ☆☆☆
きっさてんは えきの となりに あります。  は　  に　あります。 42 ☆☆☆
わたしは きっさてんの まえに います。  は　  に　います。 43 ☆☆☆

８. かいもの
Shopping

だい15か
かわいい！
Cute	!

・いま　ほしい　ものが　ありますか。
Is	there	anything	that	you	want	to	buy?

・どこで　よく　かいものを　しますか。
Where	do	you	often	do	your	shopping?

わたしは アクセサリーが ほしいです。  が　ほしいです。 44 ☆☆☆ （　/　/　）

わたしは カーラさんに はなを あげます。  は   に   を  あげます。 45 ☆☆☆
カーラさんは ホセさんに チョコレートを 
もらいました。

 は　  に　  を　もらい
ます。 46 ☆☆☆

きょねん にほんで とけいを かいました。  ました。(L17) ＊ 47 ☆☆☆

だい16か
これ、ください
I'll	take	this

・よく　ようふくを　かいますか。ようふくは　いくらですか。
Do	you	often	buy	clothes?	How	much	do	clothes	cost?

・かいものを　する　とき　みせの　ひとに　どんな　ことを　いいますか。
What	do	you	say	to	the	shop	assistant	when	you	do	your	shopping?

これは いくらですか。  は　いくらですか。 48 ☆☆☆
（　/　/　）

この T シャツを ください。  を　ください。 49 ☆☆☆

9. やすみのひ 2
Holidays and
Days off 2

だい17か
たのしかったです
It	was	fun

・つぎの　やすみの　ひに　なにを　しますか。
What	are	you	going	to	do	on	your	next	day	off?

・せんしゅうの　やすみの　ひに　なにを　しましたか。
What	did	you	do	on	your	last	day	off?

きのう デパートに いきました。  ました。(L15) ＊ 50 ☆☆☆ （　/　/　）

かいものは たのしかったです。 かった です。 51 ☆☆☆
デパートは にぎやかでした。  でした。 52 ☆☆☆
わたしは どこにも いきませんでした。 どこにも／なにも　  ませんでした。 53 ☆☆☆

だい18か
つぎは　きょうとに　
いきたいです
I	would	like	to	visit	Kyoto	
next	time

・さいきん　どこを　りょこうしましたか。どうでしたか。
Where	have	you	been	on	holiday	recently?	How	was	it?

・つぎは　どこに　いきたいですか。
Where	would	you	like	to	go	next?

おてらを みました。それから、おみやげ
を かいました。 　1　。それから、　　2　。 54 ☆☆☆ （　/　/　）

おすしは おいしかったです。でも、たか
かったです。 　1　。でも、　　2　。 55 ☆☆☆
かぶきは きれいでした。そして、おもし
ろかったです。 　1　。そして、　　2　。 56 ☆☆☆

きょうとに いきたいです。 たい です。 57 ☆☆☆

★☆☆：しました　I did it, but could do it better.　 ★★☆：できました　I did it.　 ★★★：よくできました　I did it well.
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