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級 2 A2 ＜りかい＞ Nihongo Check  "Marugoto : Japanese Language and Culture" Elementary 2 A2
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★☆☆：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
新しい 友だち
New friends

第 1 課
いい 名前ですね
That's a good name

・じこしょうかいの とき、どんな ことを 話しますか。
What do you talk about when you introduce yourself?

・あなたの なまえや すんでいる 町の なまえには どんな いみが ありますか。
What is the meaning of your name or the name of the town where you live?

１番目の 男の子と いう 意味 ●　　　　　と  いう いみ 1 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

さいたまと いう ところ ● N1と いう N2 2 ☆☆☆

先週 （私が） 買った 本
●めいししゅうしょく　Noun-modifier
　V／イA ／ナ A ／ N（ふつうけい plain form） 

＋ N
3 ☆☆☆

第 2 課
めがねを かけている 人です
She is the person wearing 
glasses

・ほかの 人を 見て、その人の がいけんや ようすを せつめいする とき、
どんな ひょうげんを 使いますか。
What phrases do you use to describe the appearance of someone you see in the 
distance?

・はじめて 会った 人の いんしょうを どう 言いますか。
How do you give your first impression of someone?

あの 女の人は かみが 長いです。
かみが 長い 人

●N1（ひと） は  N2 が イA ／ナ A です
　N2 が イA- い／ナ A- な＋ N1（ひと）

4 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

あの 人は 歌を 歌っています。
歌を 歌っている 人

●V-て います
　V-て いる＋ N（ひと）

5 ☆☆☆

やさしそうです。／上手そうです。
やさしそうな 人

●イA ／ナ A- そうです
　イA ／ナ A- そうな＋ N（ひと）

6 ☆☆☆

短く きります。／上手に 歌います。
おいしそうに 食べています。

●イA- く／ナ A- に V
　イA ／ナ A- そうに  V

7 ☆☆☆

2
店で 食べる
Eating out

第 3 課
おすすめは 何ですか
What do you recommend?

・あなたは 友だちを どんな レストランに つれていきますか。
What style of restaurant do you take your friends to when they visit?

・メニューを 見ながら どんな ことを 話しますか。
What do you talk about while looking over the menu?

この 店は おいしいので、よく 来ます。 ● S1（ふつうけい plain form） ので、  S2 8 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

私が 好きなのは、ステーキです。
●V／イＡ／ナＡ（ふつうけい plain form） の は、 
　N です

9 ☆☆☆

野菜なら、この サラダが いいですよ。 ● N1なら、N2 が いいです（よ） 10 ☆☆☆

１つずつ／２本ずつ／３人ずつ ● N（かず quantity） ずつ 11 ☆☆☆

第 4 課
どうやって 食べますか
How do you eat this?

・あなたの 国には どんな 食事の マナーが ありますか。
What kinds of table manners do you have in your country?

・あなたの 国の だいひょうてきな 料理は 何ですか。それは どうやって 食べますか。
What is a typical dish from your country? How do you eat it?

食べては いけません／だめです。
飲んじゃ だめです／いけません。

● V-ては／ V- ちゃ いけません／だめです 12 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

飲み物は かんぱいしてから、飲みましょう。 ● V1-て から、  V2 13 ☆☆☆

とうふステーキに 塩を かけて 食べます。
何も つけないで 食べます。

● V1-て／ V1- ないで V2 14 ☆☆☆

とうふステーキに マヨネーズを つけて 食べると、 
おいしいです。

● V- る と、 　　　　　 15 ☆☆☆

3
沖縄旅行
Okinawa trip

第 5 課
ぼうしを 持っていった ほうが 
いいですよ
You'd better take a hat

・どんな ところに 旅行に 行きたいですか。
Where would you like to go on a trip?

・旅行する 前に、どんな じょうほうを あつめますか。
What kind of information do you gather before you go on a trip somewhere?

ぼうしを 持っていった ほうが いいと 思います。
9 月は 行かない ほうが いいですよ。

● V- た／ V- ない ほうが いいです（よ） 16 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

沖縄に 行く とき、船で 行きました。 ● S1（V- る／ V-ている／ V- た） とき、  S2 17 ☆☆☆

第 6 課
イルカの ショーが 見られます
You can watch a dolphin 
show

・あなたの 国に どんな かんこうちが ありますか。
What kinds of sightseeing spots are there in your country?

・そこで 何を しますか。
What can you do there?

おしろの 中が 見られます。
●かのう①　Potential
　N が V-（られ） ます

18 ☆☆☆

今日の ツアーは おどりも 見たし、音楽も 聞いた
し、楽しめました。

● S（ふつうけい plain form） し、 　　　　　 19 ☆☆☆

トピック か 日本語で 言いましょう きほんぶん ぶんぽう・ぶんけい No ひょうか コメント （ 年 / 月 / 日 ）
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4
日本祭
Japan 
Festival

第 7 課
雨が ふったら、どう しますか
What do we do if it rains?

・あなたの 町では、日本の イベントが ありますか。
Are there any events related to Japan in your town?

・イベントを てつだったことが ありますか。
Have you ever helped out at an event?

パウロさんは 日本語が 話せます。
日本語が 話せる 人

●かのう②　Potential
　N が V-（られ） ます
　N が V-（られ） る ＋ ひと

20 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

雨が ふったら、ホールで ぼんおどりを します。
●じょうけん①　Conditional
　S1 たら、  S2 

21 ☆☆☆

第 8 課
コンサートは もう 始まりましたか
Has the concert started 
already?

・イベントの 受付の 人は どんな 仕事を しますか。
What jobs do the reception desk staff do at an event?

・受付の 人に どんな ことを 聞きますか。
What kind of information do you ask for at the reception desk?

じゅんびは もう 終わりましたか。
いいえ、まだ 終わっていません。

●もう V ました
　まだ V-て いません

22 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

ペンは まだ ありますか。
／まだ じゅんびを していますか。
ペンは もう ありません。
／ペンは もう 全部 お客さんに あげました。

●まだ V1ます／ V1て います
　もう V1ません／ V2 ました

23 ☆☆☆

コンサートが 何時に 始まるか、知っていますか。
●S〔いつ／どこ／…（ふつうけい plain form） か〕、

しっていますか／わかりますか
24 ☆☆☆

5
特別な 日
Special days

第 9 課
お正月は どう していましたか
What did you do during your 
New Year's holiday?

・あなたの 国で 一番 とくべつな 日は いつですか。
What is the most special day of the year in your country?

・その とき どんな ことを しますか。どんな じゅんびを しますか。
What do people do on that special day? What do they do to prepare for it?

休みは メキシコに 帰っていました。 ● V-て いました 25 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

親に 会えて、よかったです。
友だちに 会えなくて、ざんねんでした。

●かのう③　Potential
　V-（られ） て／ V-（られ） なくて、 　　　　　  

26 ☆☆☆

今年は 休みが 3 日しか ありませんでした。
私の 休みは 3 日間だけでした。

●N しか （V ません）
　N だけ

27 ☆☆☆

第 10 課
いい ことが ありますように
Wishing for good things to 
happen

・あなたの 国には、毎年 する ぎょうじや むかしからの ぎょうじが ありますか。
Are there any annual events or traditional events in your country?

・その ぎょうじの とき、どんな ことを しますか。
What do people do for that event?

わかい 人が 楽しめるように、いろいろな イベント
が あります。
パーティーの 時間に おくれないように、はやく 行
きましょう。

● S1（V ふつうけい plain form） ように、  S2 28 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

たなばたの とき、願い事を 書いたり して、楽しみ
ます。

● V- たり して、 　　　　　 29 ☆☆☆

たなばたの とき、いい ことが あるように 願いま
す。
わるい ことが おこらないように かみさまに いの
りました。

●S（V ふつうけい plain form） ように ねがいま
す／いのります

30 ☆☆☆

6
ネット
ショッピング
Online 
shopping

第 11 課
そうじ機が こわれて しまったんです
My vacuum cleaner has 
broken

・あなたは どんな とき、電気せいひんを 買いかえますか。
When do you decide to replace an electrical appliance?

・あなたは インターネットで 電気せいひんを 買いますか。
Do you buy electrical appliances online?

せんぷう機が 動かなく なりました。
●へんか①　Change 
　V- なく なりました

31 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

せんぷう機が 動かなく なって しまいました。 ● V-て しまいました 32 ☆☆☆

ネットショッピングは 時間を 気に しないで 買い物
できます。

● V1- ないで V2 33 ☆☆☆

電子レンジが とどくまで、１週間 かかりました。 ● V1- る まで、V2 34 ☆☆☆

第 12 課
こっちの 方が 安いです
This one is cheaper

・新しい 電気製品を 買う とき、だれかに そうだんしますか。
When you buy a new electrical appliance, do you ask someone for their 
recommendation?

・新しい 電気製品を 買う とき、だいじな ことは 何ですか。
What do you consider important when buying a new electrical appliance?

この アイロンは 重すぎて、使いにくいです。
この アイロンは 軽くて、使いやすいです。

● V- にくいです／やすいです 35 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

A モデルと B モデル（と）、どちらが 安いですか。
B の 方が 安いです。

●N1と N2（と）
　どちら／どっちが 　　　　　か。
　（N1より） N2 の ほうが 　　　　　。

36 ☆☆☆
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7
歴史と 
文化の 町
A town rich 
in history and 
culture

第 13 課
この お寺は 14 世紀に 
たてられました
This temple was built in the 
14th century

・観光ツアーに 出かける 前に、ほかの 人と どんな ことを 話しますか。
What do you talk about with others before going on a sightseeing tour?

・あなたの 町を よく 知らない 人に あなたの 町の れきしや でんとう文化について 
どのように せつめいしますか。
How do you explain the history and traditional culture of your town to someone who is 
not familiar with it?

京都は いつ 来ても、楽しめます。 ●〔いつ、なに、どこ、だれ〕 V-て も、 　　　　　。 37 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

妹と 2 人で 京都に 来ました。
●N（ひと person） と
　N（かず quantity） で

38 ☆☆☆

京都は ８世紀の 終わりに てんのうによって つく
られました。

●うけみ①　Passive
　V-（ら） れます

39 ☆☆☆

第 14 課
この 絵は とても 有名だそうです
I hear that this painting is 
very famous

・はくぶつかんに ある ものを 友だちに どのように せつめいしますか。
How do you explain a collection in a museum to a friend?

・はくぶつかんには どのような サービスが ありますか。
What kind of services does a museum offer for visitors?

この 絵は 日本で 一番 古い マンガだそうです。 ● S（ふつうけい plain form） そうです 40 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

イベントを 知らせるために、カレンダーを 作りま
す。
おみやげを 買いたい 人の ために、 店が あります。

● V- る／ N の ために、 　　　　　 41 ☆☆☆

受付に イベントカレンダーが おいてあります。 ● V-て あります 42 ☆☆☆

8
せいかつと 
エコ
Life and 
eco-friendly 
activities

第 15 課
電気が ついた ままですよ
The light has been left on

・会社や 家で 電気が むだに 使われていたら、あなたは 何と 言いますか。
What do you say when you find electricity is being wasted at your office or home?

・あなたは ごみを へらす ために、何か していますか。
Do you do anything to reduce the amount of rubbish you produce?

会議室の 電気が ついたままです。 ● V- た ままです 43 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

私は 自分の はしを 使うように しています。
私は わりばしを 使わないように しています。

● V- る／ V- ない ように しています 44 ☆☆☆

自分の はしは、ごみを へらすのに いいです。 ● V- る の に いいです／つかいます／… 45 ☆☆☆

第 16 課
フリーマーケットで 売ります
I'll sell it at the fleamarket

・あなたは 着なく なった ふくを どう しますか。すてますか。
What do you do with old clothes that you no longer wear? Do you throw them out?

・あなたの まわりに リサイクルで 作られた ものが ありますか。
Can you find any recycled products nearby?

服が 着られなく なりました。
●へんか②　Change
　V-（られ） なく なりました

46 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

服が 着られなく なったら、どう しますか。
●じょうけん②  Conditional
　S1 たら、  S2 

47 ☆☆☆

ゆうこさんは ネクタイを バッグに しました。 ● N1を N2 に します 48 ☆☆☆

ペットボトルが ふくに なりました。 ● N1 が N2 に なります 49 ☆☆☆

9
人生
People's lives

第 17 課
この 人、知っていますか
Do you know who this is?

・あなたの 国で 有名な 人は だれですか。
さいきん、有名な 人について 何か ニュースが ありましたか。
Who is famous in your country?  
Have you heard any news about a famous person recently?

・有名な 人の じんせいについて 何か 知っていますか。
Do you know anything about the life of a famous person?

この 歌手は ２回目の 結婚を するそうです。 ● S（ふつうけい plain form） そうです 50 ☆☆☆ （ 　 / 　 / 　 ）

この 人は 画家に なってから、フランスに 行きま
した。
フランスに 行ってから、ずっと お金が ありませんで
した。

● V1-て から、V2 51 ☆☆☆

画家は なくなるまで、フランスで 絵を かきました。 ● V1- る まで、V2 52 ☆☆☆

この 画家は 一番 有名かもしれません。 ● S（ふつうけい plain form） かもしれません 53 ☆☆☆

第 18 課
どんな 子どもでしたか
What kind of child were you?

・あなたは どんな 子ども、学生でしたか。どんな おもいでが ありますか。
What were you like when you were a child/student? What are your most vivid memories 
of your childhood and school days?

・大人に なってから、どんな できごとや へんかが ありましたか。
What kind of events and changes have taken place since you became an adult?

私は 母に しかられました。
私は 先生に 絵を ほめられました。

●うけみ②　Passive
　A は B に V-（ら） れます
　A は B に N を V-（ら） れます

54 ☆☆☆
（ 　 / 　 / 　 ）

朝 早く 起きるように なりました。
夜 テレビを 見なく なりました。

●へんか③　Change 
　V- る ように なりました
　V- なく なりました

55 ☆☆☆

病気が よくなって、何でも 食べられるように なり
ました。
しゅうしょくしてから、友だちに あまり 会えなく 
なりました。

●へんか④　Change
　V-（られ） る ように なりました
　V-（られ） なく なりました

56 ☆☆☆


