
課 タイトル（キーフレーズ） Can-do Can-do（英語） 文型

1 はるさんハウスはどこですか 場所を尋ねることができる Asking for directions 【場所】はどこですか？

2 タムです。学生です 名前と職業を言って自己紹介ができる
Introducing yourself with name and

occupation
【名前／職業】です

3 ベトナムから来ました 出身地を言うことができる Saying where you're from 【場所】から来ました

4 大学で日本語を勉強します これからすることが言える Saying what you're going to do 【目的】をV‐ます

5 ラジオで勉強しました 日本語の学習経験が言える Saying how you studied Japanese 【手段】で、勉強しました

6 この電車は池袋に行きますか 乗り物の行き先を確認できる
Checking where public transportation is

headed
この【乗り物】は【目的地】に行きますか？

7 ゆっくり話してください 相手に分かりやすく話すようお願いできる Asking someone to speak more slowly V-てください

8 友達のあやかさんです 友達などを紹介できる Introducing friends and others 【関係】の【名前】です

9 これは何ですか 知らないものの名前を尋ねられる
Asking the names of things you don't

know
これ／それ／あれは何ですか？

10 このドライヤーはいくらですか ものの値段を尋ねられる Asking how much something costs この／その／あのNはいくらですか？

11 お守りはありますか 自分の欲しいものがあるかどうか尋ねられる
Asking whether what you want is

available
Nはありますか？

12 かわいいお守りですね 感想を伝えたり説明したりすることができる①
Expressing impressions and explaining

things ①
イadj-いです
イadj-いNです

13 雪が見たいです 自分のしたいことが言える Saying what you want to do V‐たいです

14 日本へ行ってみたいです 自分の希望が言える Saying what you want to try V‐てみたいです

15 猿の温泉までお願いします タクシーで行先を伝えられる Telling the taxi driver your destination 【目的地】までお願いします

16 有名な温泉です 感想を伝えたり説明したりすることができる②
Expressing impressions and explaining

things ②
ナadj-なNです
ナadj‐です

17 日本を旅行しています 現在行っていることについて伝えられる Telling people what you're diong now V‐ています

18 すごく楽しかったです 経験したことについて感想を言える
Expressing impressions of what you've

experienced
イadj‐かったです
N／ナadj‐でした

19 手袋が欲しいんですが 買いたいものを伝えられる Saying what you want to buy Nが欲しいんですが…

20 わさびは入れないでください 料理の注文の時、入れて欲しくないものを伝えられる
Asking someone not to put something in

your food
V‐ないでください

21 時計台の中にいます 自分がいる場所を伝えられる Describing where you are 【目印】の【位置】にいます

22 写真を撮りましょう 相手を誘うことができる①
Inviting someone to do something

together ①
V‐ましょう

23 私はこの猫が好きです 自分の好きなものが言える Saying what you like Nが好きです

24 生卵は食べられません 苦手なものや食べられないものを伝えることができる Explaining what you can't eat Nは食べられません

25 のどが痛いんです 体調が悪いことが伝えられる Saying you're not feeling well ～んです

26 この卵焼き、甘くておいしいです やや複雑な感想が伝えられる① Expressing multiple impressions ①
イAdj-くて、～
ナAdj-で、～

27 どれが一番おいしいですか どれを選べばよいか尋ねられる Asking which one to choose
どれがいちばん イAdj-い／ナAdj-です
か？

28 写真を撮ってもいいですか 許可を求めことができる Asking for permission V‐てもいいですか？

29 ピアノの演奏を聴きに行きました 何をしたか言える Saying what you've done V‐に行きました(目的）

30 一緒に歌ったり、踊ったりしました
したことやこれからすることなどを、いろいろ言うことがで
きる

Expressing a variety of past and future

actions
V‐たり、V‐たり

31 一緒に行きませんか 相手を誘うことができる②
Inviting someone to do something

together ②
V‐ませんか？

32
忍者博物館まで、どう行ったらいい
ですか

行き方を尋ねることができる Asking how to get to your destination 【目的地】まで、どう行ったらいいですか？

33 どのくらい待ちますか 所要時間を尋ねられる Asking how long something will take どのくらいV‐ますか？

34 読んだことあります 自分の経験について言える Saying what you've experienced V‐たことあります／ないです

35
大涌谷に行って、黒たまごが食べ
たいです

することやしたことを順番に言うことができる
Expressing past or future actions in

sequence
V1‐て、（V2‐て、）V3‐たいです／ました

36 お風呂は何時から何時までですか 時間を尋ねることができる Asking about the time 【時間】から【時間】まで

37 テレビがつかないんですが・・・ 不具合を伝えることができる Saying something is wrong V‐ないんですが…

38 外のほうがいいです 2つのものを比較して言える Comparing two things NのほうがイAdj-い／ナAdj-です

39 財布を落としてしまいました 失敗したことが伝えられる Describing a mistake you've made V‐てしまいました



40 初めてだったから、びっくりしました 理由が言える Explaining the reason S1から、S2

41 チケットを買うことができますか やりたいことができるかどうか確認できる
Asking whether something you want to do

is possible
V‐る ことができますか？

42 悠輝さんに渡すつもりです 自分の意志や予定が言える Expressing your intent or plans V‐る つもりです

43 元気そうですね 見た目から感じたことを言うことができる Expressing impressions of  what you see ～そうです（様態）

44 またコンサートがあるそうです 聞いた話が伝えられる Telling someone what you've heard ～そうです（伝聞）

45
日本語をチェックしてもらえません
か

丁寧にお願いすることができる Making a request politely V-てもらえませんか？

46 小さいけどきれいですね やや複雑な感想が伝えられる② Expressing multiple impressions ② S1けどS2

47 どうやってするんですか やり方を尋ねることができる Asking how to do something どうやってV-る んですか？

48 卒業したら、日本で働きたいです これからしたいことが言える Saying what you want to do in the future V1‐たら、V2‐たいです


