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 "Marugoto : Japanese Language and Culture" Elementary 1 A2
<Coursebook for Communicative Language Activities>  にほんごチェック　『まるごと　日本のことばと文化』 初

しょきゅう

級 1 A2 ＜りかい＞ Nihongo Check  "Marugoto : Japanese Language and Culture" Elementary 1 A2
<Coursebook for Communicative Language Competences>  

★☆☆：すこし わかりました　I understood a little.
★★☆：だいたい わかりました　I more or less understood.
★★★：よく わかりました　I understood well.

1
私と かぞく
My family 
and myself

第 1 課
東京に すんでいます
We live in Tokyo

・はじめて 会った ひとと なにを 話しますか。
What do you talk about when you meet someone for the first time?

・かぞくについて なにを 話しますか。
What do you say about your family?

私は 東京に すんでいます。
私は でんしゃの かいしゃで はたらいています。

● V-て います① 1 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

東京に すんでいます。

●じょし N に／ N で①（ばしょ）／ N で②（しゅ 
だん）

2 ☆☆☆

でんしゃの かいしゃで はたらいています。 3 ☆☆☆

かいしゃまで でんしゃで 行きます。 4 ☆☆☆

第 2 課
しゅみは クラシックを 
聞くことです
My hobby is listening to 
classical music

・あなたの しゅみは 何ですか。何が すきですか。
What are your hobbies? What do you like?

・ひまな とき、何を しますか。
What do you do in your free time?

しゅみは クラシックを 聞くことです。 ● V- る こと 5 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

こどもの とき、よく 日本の アニメを 見ました。
わかい とき、よく りょこうしました。
ひまな とき、りょうりを つくります。

● N の とき／イA‐い とき／ナ A- な とき、
　 　　　　　　　

6 ☆☆☆

2
きせつと 天気
Seasons and 
weather

第 3 課
日本は 今、春です
It's spring now in Japan

・あなたの 国は いま、どんな きせつですか。きせつは どのように かわりますか。
What season is it now in your country? How do the seasons change?

・好きな きせつは いつですか。
What season do you like?

3 月ごろ、春に なります。
3 月ごろ、だんだん あたたかく なります。
こうえんが きれいに なります。

● N に／イA- く／ナ A- に なります 7 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

私は 夏が 好きです。
私は あついのは 好きじゃないです。

● N ／イA- いの／ナ A- なの が すきです
　 N ／イA- いの／ナ A- なの は すきじゃないです

8 ☆☆☆

夏休みが ありますから、夏が いちばん 好きです。 ● S1  から、  S2 9 ☆☆☆

第 4 課
いい 天気ですね
It's a nice day, isn't it?

・きょうの てんきは どうですか。きのうは どうでしたか。
What is the weather like today? What was it like yesterday?

・てんきについて 話すのは どんな ときですか。
When do you talk about the weather?

きのうは すごい 雨でしたね。
きのうは さむかったです。
今日は いい天気に なりましたね。

● N ／イA ／ナ A-です／でした
　 V- ます／ました

10 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

今、雪が ふっています。 ● V-て います② 11 ☆☆☆

3
私の 町
My town

第 5 課
この こうえんは 広くて、
きれいです
This park is big and 
beautiful

・あなたの まちに はじめて 来た 人に どこを しょうかいしますか。
What places in your town would you introduce to a first-time visitor?

・それは どんな ところですか。
What are those places like?

この 店は 安くて、べんりです。
この あたりは にぎやかで、おもしろいです。
この あたりは 新しい 町で、人気が あります。

●イA- くて／ナ A-で／ N で、 イA ／ナ A ／… 12 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

この ゆうえんちは たのしいけど、高いです。
この 町は ちょっと ふべんだけど、たのしいです。
ここは ゆうえんちだけど、おとなも 多いです。

●イA- いけど／ナ A- だけど／ N だけど、 
　イA ／ナ A ／…

13 ☆☆☆

この あたりに 高い ビルや ホテルが あります。 ● N1 や N2（など） 14 ☆☆☆

第 6 課
まっすぐ 行って ください
Please go straight

・だれかに みちを 聞かれたことが ありますか。どう せつめいしましたか。
Have you ever been asked directions by someone? How did you answer?

・あなたの 町の ゆうめいな たてものは どんな たてものですか。
What buildings are famous in your town?

まっすぐ 行って ください。 ● V-て ください 15 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

まっすぐ 行って、しんごうを 右に まがって くださ
い。

● V1-て 、  V2 16 ☆☆☆

あの 大きくて 白い ビルです。
日本てきで おもしろい たてものです。

●イA- くて／ナ A で  イA- い／ナ A- な N 17 ☆☆☆

左じゃなくて、右です。 ● N1じゃなくて、N2 18 ☆☆☆
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にほんごチェック　『まるごと　日本のことばと文化』 初
しょきゅう

級 1 A2 ＜りかい＞
★☆☆：すこし わかりました　I understood a little.
★★☆：だいたい わかりました　I more or less understood.
★★★：よく わかりました　I understood well.

4
出かける
Going out

第 7 課
10 時でも いいですか
Is ten o'clock OK?

・外国人の ともだちに 町を あんないしたことが ありますか。 
まちあわせの やくそくを しましたか。
Have you ever shown a friend from another country around your town?
Did you arrange to meet up somewhere?

・まちあわせの じかんに おくれる とき、何と 言って れんらくしますか。
What do you say when you are going to be late to meet someone?

10 時でも いいですか。 ● N でも いいですか 19 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

じゅうたいで、おくれます。
道に まよって、おくれます。

● N で／ V-て、 　　　　　　　 20 ☆☆☆

第 8 課
もう やけいを 見に 
行きましたか
Have you been to see 
the night view yet?

・あなたの 町に はじめて 来た 人に どこを あんないしたいですか。
Where would you want to take a first-time visitor to your town?

・おすすめの 場所に だれかを さそう とき、どう 話しますか。
When you invite someone to visit a place, what do you say?

もう びじゅつかんに 行きましたか。 ●もう V- ました 21 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

…いいえ、まだです。 ●まだです 22 ☆☆☆

買いものに 行きます。

● N に／ V に いきます／きます
23 ☆☆☆

さくらを 見に 行きます。 24 ☆☆☆

朝ごはんの 前に、さんぽを します。 ● N の まえに、 　　　　　　　 25 ☆☆☆

朝ごはんの 後で、仕事を します。 ● N の あとで、 　　　　　　　 26 ☆☆☆

5
外国語と 
外国文化
Languages 
and cultures 
of other 
countries

第 9 課
日本語は はつおんが 
かんたんです
Japanese is easy to 
pronounce

・あなたは 今までに どんな 外国語を べんきょうしましたか。どうでしたか。
What languages have you studied before? What were they like?

・ことばが わからなくて こまった とき、あなたは 何と 言って たすけを もとめますか。
How do you ask for help when you don't understand?

スペイン語は たんごが かんたんです。 ● N1 は N2 が イA ／ナ A です 27 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

中国語は 話すのが おもしろいです。 ● N は V- るのが イA ／ナ A です 28 ☆☆☆

この ことばの いみを おしえて くださいませんか。 ● V-て くださいませんか 29 ☆☆☆

この かんじの 読みかたが わかりません。 ● V- かた 30 ☆☆☆

第 10 課
いつか 日本に 行きたいです
I'd like to go to Japan 
some day

・ほかの 国の ぶんかに ふれる かつどうを 何か していますか。
What activities do you do in order to experience the cultures of other countries?

・こまっている 人を 見たら、何と 言いますか。
What do you say when you see someone in trouble?

ほんやくの 仕事を したいです。 ● V- たいです／ V- たくないです 31 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

週に 1 回 フラメンコを ならっています。 ●週／月／年 に 〜回（ぐらい） 32 ☆☆☆

日本人と 日本語で 話してみます。 ● V-て みます 33 ☆☆☆

いっしょに 駅に 行きましょうか。 ● V- ましょうか 34 ☆☆☆

6
そとで 食べる
Eating 
outdoors

第 11 課
何を 持っていきますか
What are you going to 
take to the picnic?

・かぞくや 友だちと ピクニックを しますか。 
ピクニックの じゅんびについて どんな ことを そうだんしますか。
Do you ever go on picnics with friends and family? 
What do you talk to them about regarding the preparations for the picnic?

・ピクニックの とき、どんな 食べものや 飲みものを もっていきますか。
What food and drinks do you take to a picnic?

私は おすしを 作っていきます。
私は おすしを 作ってきました。

● V-て いきます／きます 35 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

くだものは 何でも 好きです。 ●なん／いつ／どこ／いくつ でも 　　　　　　　 36 ☆☆☆

飲み物は お茶と ジュースと どちらが いいですか。
…私は お茶が いいです。

● N1と N2（と） どちらが いいですか
　N1 が いいです

37 ☆☆☆

第 12 課
おいしそうですね
It looks delicious

・どんな あじの 食べ物が 好きですか。
What kind of food do you like? What does it taste like?

・食べて おいしいと おもった とき、何と 言いますか。
What do you say when you eat something you think is delicious?

その おすし、おいしそうですね。 ●イA ／ナ A - そうです 38 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

それ、べんりそうな ナイフですね。 ●イA ／ナ A - そうな N 39 ☆☆☆

あたたかくて、おいしいです。
／からくなくて、おいしいです。
しんせんで、おいしいです。
／にがてじゃなくて、よかったです。

●イA- くて／イA- くなくて、 　　　　　　　
　ナ A-で／ナ A- じゃなくて、 　　　　　　　

40 ☆☆☆
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にほんごチェック　『まるごと　日本のことばと文化』 初
しょきゅう

級 1 A2 ＜りかい＞
★☆☆：すこし わかりました　I understood a little.
★★☆：だいたい わかりました　I more or less understood.
★★★：よく わかりました　I understood well.

7
出張
Business 
trips

第 13 課
たなかさんに 会ったことが 
あります
I have met Mr. Tanaka 
before

・あなたは 仕事で 外国に 行ったことが ありますか。
Have you ever travelled to another country on business?

・仕事で 外国から 人が 来たら、どんな ことを して てつだいますか。
What do you do to help someone visiting your office on business from another country?

外国に 行ったことが あります。 ● V- た ことが あります 41 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

この へやは さむすぎます。
この へやは しずかすぎます。
きのうの 夜 飲みすぎました。

●イA ／ナ A ／ V - すぎます 42 ☆☆☆

この ホテルは 古いですが、きれいです。 ● S1  が、  S2 43 ☆☆☆

第 14 課
これ、使っても いいですか
May I use this?

・東京本社の 人が 出張で あなたの オフィスに 来ました。 
スタッフを どのように しょうかいしますか。
Some people from the Tokyo headquarters have come to your (overseas) office on 
business. How do you introduce the office staff?

・オフィスで 仕事を する とき どんな ものが ひつようですか。なかったら どうしますか。
What kind of things do you need when you work in an office? What do you do if you 
cannot find them?

この 会社に 入って 10 年に なります。 ● V-て 〜年／〜か月に なります 44 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

ペンを 借りても いいですか。 ● V-ても いいですか 45 ☆☆☆

8
けんこう
Staying 
healthy

第 15 課
たいそうすると いいですよ
How about doing some 
exercise?

・さいきん、あなたの からだの ちょうしは どうですか。
How have you been feeling lately?

・からだの ちょうしが わるい とき、あなたは どうしますか。
What do you do when you don't feel well?

ねる 前に、おふろに 入ります。 ● V1- る まえに、V2 46 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

ねる 前に、おふろに 入ると いいですよ。 ● V- ると いいです（よ） 47 ☆☆☆

きゅうに くびを まわさないで ください。 ● V- ないで ください 48 ☆☆☆

第 16 課
走ったり、泳いだり 
しています
I go running and 
swimming

・あなたは けんこうの ために どんな ことを していますか。
What do you do to stay healthy?

・あなたは けんこうアンケートに こたえたことが ありますか。どんな アンケートでしたか。
Have you ever filled out a health questionnaire? What kind of questionnaire was it?

けんこうの ために ヨガを したり、走ったり してい
ます。

● V1- たり、V2- たり しています 49 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

朝ごはんを 食べる 人は 20 人です。
朝ごはんを 食べない 人は 30 人です。

●めいししゅうしょく①
　V （ふつうけい plain form）+人

50 ☆☆☆

9
お祝い
Celebrations

第 17 課
誕生日に もらったんです
I got this for my birthday

・あなたは どんな とき、どんな プレゼントを あげたり、もらったり しますか。
When do you give and receive presents? What kinds of presents do you give and 
receive?

・あなたの 国には どんな プレゼントの しゅうかんが ありますか。
What kinds of gift-giving customs are there in your country?

この かばんは あねに もらったんです。 ● S （ふつうけい plain form） んです 51 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

ジョイさんは さとうさんに 花を あげます。 ● A は B に C を あげます 52 ☆☆☆

さとうさんは ジョイさんに／から 花を もらいま
す。

● B は A に／から C を もらいます 53 ☆☆☆

あかちゃんが 着る もの
●めいししゅうしょく②
　V （ふつうけい plain form）+ N

54 ☆☆☆

第 18 課
パーティーが いいと 思います
I think a party is a good 
idea

・自分の かんがえを 言う とき、どんな ひょうげんを 使いますか。
What phrases do you use to express your ideas?

・だれかが 言った ことを ほかの 人に つたえる とき、どのように 言いますか。
How do you tell someone what someone else said?

お祝いは パーティーが いいと 思います。 ● S （ふつうけい plain form） と 思います 55 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

たなかさんは 楽しかったと 言っていました。 ● S （ふつうけい plain form） と 言っていました 56 ☆☆☆


