Can do

チェックシート

Leccion19

迷子
できない

1 試着・試聴をお願いすることができる。
( Demanar un favor) Poder provar una cosa, probar‐se roba, etc.
( Pedir un favor) Poder probar una cosa, probar‐se ropa, etc.

2 落し物・迷子など、困った状況を説明することができる。
Saver explicar una situació apurat, estar perdut o perdudes d'objectes
Saber explicar una situación apurado, estar perdido o perdidas de objetos.

3 迷子や探している人などの、服装を説明することができる。
Saver explica la forma dels teixits com pels nens desapareguts com objectes
Saber explicar la forma de los tejidos com de los niños perdidos como objetos.

4 売り場・トイレなどまでの道順を尋ねることができる。
Preguntar l'odre de com anar fins al lavabo o llocs de venta.
Preguntar el orden de cómo ir a los baños o sitios de venda.

5 売り場・トイレまでの道順の説明を聞いて理解することができる。
Comprendre l'explicació de l'ordre de com anar fins al lavabo o llocs de venda
Comprender la explicación del orden de cómo ir a los baños o sitios de venta.

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

gramática y expresión

L19

～て みます。

このくつ、はいて みても いいですか。

～て しまいました。

こどもが いなくなって しまいました。

～あいだ、～

おかあさんが かいものしているあいだ、ぼくは おもちゃを みていまし

～あいだに、～

た。
かいものしているあいだに、さいふを おとしてしまいました。

～はず

かばんが あるから、 まだ いるはずですよ。

～て います。

あかい シャツを きています。

～を しっていますか。

みつこしデパートを しっていますか。

はい、しっています。
いいえ、しりません。

～と、～

はい、しっています。
いいえ、しりません。
まっすぐ いくと、エスカレーターが あります。

Can do

チェックシート

Leccion20

もう進路を決めましたか。
できない

1 先生や友達に、これからの進路や予定を伝えることができる。
Sapiguer transmetre una previsió o una intenció.
saber transmitir una previsión o una intención.

2 わからないということや何がわからないかを伝えることができる。
Sapiguer transmetre, què no compren o què és el que no sap.
saber transmitir, qué no comprende o qué es lo que no sabe.

3 規則・決まり・やらなくてはいけないことを説明することができる。
Sapiguer transmetre les teves obligacions, les decisions o normes.
Saber transmitir tus obligaciones, decisiones o normas.

4 規則・決まり・やらなくてはいけないことの説明を聞いて理解することができる。
Comprendre l'explicació de les obligacions, les decisions o normes.
Comprender la explcación de las obligaciones, las decisiones o normas.

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

gramática y expresión

L20

～ようと おもっています。

けいえいがくの べんきょうを しようと おもっています。

～つもりです。

こんどの にちようびに いく つもりです。

～か どうか わかりません。

いるか どうか わかりません。

いつ

いつ あるか わかりません。

～か わかりません。

どこに ～か
だれが ～か
どんな ～か

どこに いるか わかりません。
だれが かいたか わかりません。
どんな もんだいか わかりません。

なんにん ～か

なんにん くるか わかりません。
～なくては いけません。

しけんを うけなくては いけません。

Can do

チェックシート

Leccion21

訪問
できない

1 日本の家庭を訪問する時のマナーを知っている。
Saver els modals per fer una visita a una casa particular al Japó
Saber los modales para hacer una visita a una casa particular en Japón.

2 日本の家庭を訪問するとき、適切な挨拶をすることができる。
Saver saludar de forma adeqüada quan fas una visita a una casa parituclar al Japó
Saber saludar de forma adequada cuando haces una visita a una casa particular en Japón.

3 マナーや習慣についてのアドバイスを聞いて理解することができる。
Sapiguer rebre consells.
saber recibir consejos sobre los modales o los costumbres.

4 自国のマナーや習慣について説明し、どうしたらいいかアドバイスをすることができる。
Saber donar consells.
Saber dar consejos sobre los modales o costumbres de tu propio pais.

5 初めて訪問した家で、日本の習慣にあわせて振舞うことができる。

6 目上の人やあまりよく知らない人と簡単な敬語で話すことができる。

7 簡単な敬語やていねい語を聞いて理解することができる。
Comprendre la conversació de la forma Formal i del Honorific senzill
Comprender la conversación de la forma Formal y del honorifico senzillo

8 絵・写真・おみやげなどについて簡単に説明することができる。
Sapiguer explicar de forma fàcil com un dibuix, una foto o un souvenir.
Saber explicar de forma fácil como un dibujo, una foto o un souvenir.

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

L21

gramática y expresión
（ ～verbo ）ないで、（ ～verbo ）

さとうを いれないで コーヒーを のみます。

（ ～verbo ）た ほうが いいです。

はやく かえった ほうが いいですよ。

（ ～verbo ）なくても いいです。

きらいなものは むりに たべなくても いいです。

お（ ～verbo ） ください。

ちょっと おまち ください。

La oración relativa

これは ははが つくった おかしです。

Can do

チェックシート

Leccion22

アルバイト
できない

1 求人広告を見て理解することができる。
Poder comprendre els anuncis de llocs de treball
Poder comprender los anuncios de los empleos

2 自分が得意なこと、できることについて簡単に説明することができる。
Poder explicar una capacitat ( capacitació, situació, estat )
Poder explicar una capacidad ( capacitación, situación, estado )

3 仕事に関係ある今までの経験について簡単に説明することができる。
Poder explicar les experiències.
Poder explicar las experiéncias acerca del trabajo.

4 シフトについて聞かれたとき、自分の希望を伝えることができる。

5 仕事先の規則についての説明を聞いて理解することができる。

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

gramática y expresión

L22
Verbo

forma KANOU

ピアノが ひけます。

（ ～verbo ）た ことが あります。

タイりょうりを たべた ことが ありますか。

～なら ～

ピアノなら ひけます。

Verbo

れんしゅうすれば ひけます。

forma JOUKEN

どのぐらい（ frecuencia, cantidad ） ～

いっしゅうかんに どのぐらい こられますか。
みっかぐらい です。
いっかげつに どのぐらい ほんを よみますか。
３さつぐらい よみます。

～ことが できます。

アルバイトの かたも つかうことが できます。

～ことは できません。

ここで たばこを すうことは できません。

Can do

チェックシート

Leccion23

ワンさんへのプレゼント
できない

1 目で見た物や状況についての感想を、一緒に見ている友達や親しい人に伝えることができる。

2 友達や親しい人と一緒に見ているものについて、その人が言った意見や感想を理解することができる。

3 写真や物を見て心に浮かんだ、ほしい物、行きたいところなどについて、一緒に見ている人に伝えることができる。

4 プレゼントを探すとき、その人が何をほしがっていたか、一緒に探す友達などに伝えることができる。

5 プレゼントを探すとき、その人が何をほしがっていたか、一緒に探す友達から聞いて理解することができる。

6 友達の好みや生活、様子などを思い出しながら、一緒にいる人と相談して、喜ばれるプレゼントを探すことができる。

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

gramática y expresión

L23

（ ～adj い ）そうです。

あの ケーキが おいしそうですよ。

（ ～adj い ）くなさそうです。

これは あまり むずかしく なさそうです。

（ ～adj な ）そうです。

ちいさい ポケットが たくさん あって、べんりそうです。

（ ～adj な ）じゃなさそうです。 / ではなさそうです。

この さかなは あまり しんせんじゃなさそうです。

（ ～verbo ）そうです。

あめが ふりそうです。

（ ～verbo ）そうに ありません。

しばらく やみそうに ありませんね。

こんな～

あんな ワンピースが ほしいです。

そんな～
あんな～
～が ほしい

ワンピースが ほしいと おもっていたんです。

なにか

なにか つめたいものが のみたいです。

どこか
いつか
だれか
～を ほしがる

きむらさんは さいふを ほしがって いましたよ。

Can do

チェックシート

Leccion24

贈り物

できない

1 身近な話題や生活習慣の変化を説明を聞いて理解することができる。
Poder comprendre l'explicació del canvi d'una costum
Poder comprender la explicación del cambio de una costumbre.

2 身近な話題や生活習慣の変化を過去と比較しながら簡単に説明することができる。
Poder explicar el canvi d'una costum.
Poder explicar el cambio de una costumbreen comparacion.

3 昔は出来なかったけれど、今出来ること（またはその反対）を説明することができる。
Poder explicar una cosa que no podies fer abans, però ara si que la pots fer ( a la visaverça )
Poder explicar una cosa que no podias hacer antes, pero ahora si ( también en caso contrario )

4 プレゼントについて話しているのを聞いて、誰が誰に何をあげたのか理解することができる。

5 自分があげたりもらったりしたプレゼントについて、誰に何をあげたりもらったりしたか簡単に説明することができる。

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

L24

gramática y expresión
（ ～verbo ）ように なりました。

にほんごを すこし はなせるように なりました。

（ ～verbo ）なく なりました。

さいきん あまり あえなく なりました。

（ ～persona ）に ～を あげます。

アルンさんに チョコレートを あげました。

（ ～persona ）に ～を もらいます。

マリーさんに ブローチを もらいました。

Can do

チェックシート

Leccion25

プールへ行かない？
できない

1 親しい友達と友達言葉で話すことができる。
Poder parlar de forma amb amistats íntimes.
Poder hablar de forma con amistades intimas.

2 男性口語と女性口語を聞き分けることができる。
Poder diferenciar auditivament les expressions de la forma masculina i la femenina.
Poder diferenciar auditivamente las espresiones de la forma masculína y la femenína.

3 男性口語と女性口語を使い分けることができる。
Poder diferenciar l'ús de les expressions de la forma masculina i la femenina.
Poder diferenciar el uso de las espresiones de la forma masculína y la femenína.

4 友達に簡単なことを友達言葉でお願いすることができる。
Poder demanar un favor a un amic de forma amb amistats íntimes.
Poder pedir un favor a un amigo de forma con amistades intimas.

5 友達を遊びやデートなどに友達言葉で誘うことができる。
Poder induir a un amic de forma amb amistats íntimes
Poder inducir a un amigo de forma con amistades intimas

6 友達の誘いを簡単に理由を説明しながら友達言葉で断ることができる
Poder rebutjar una induició d'un amic de forma amb amistats íntimes
Poder rechazar una induición de un amigo y explicar causa de forma con amistades intimas.

7 友達に謝ることができる
Poder demanar disculpes a un amic de forma amb amistats íntimes
Poder pedir disculpas a un amigo de forma con amistades intimas.

8 あげたりもらったりしたプレゼントなどについて、誰に何をあげたか、もらったか、友達言葉で説明することができる。
Poder expressar el rebre o donar una cosa ( donar, rebre ) de forma amb amistats íntimes
Poder expresar al recibir o dar una cosa de forma con amistades intimas.

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

L25

gramática y expresión
hablar de forma con amistades intimas

プールへ いかない？
あしたは アルバイトが あるの。

どうしたの？
つぎは だれ？
ごはん たべに いこう。

うん、そうだよ。
けしゴム かして。
いま べんきょうしてる。
でんわしなきゃ。

わすれちゃった。
いきたいけど、あしたは アルバイトが あるの。

Can do

チェックシート

Leccion26

ふたが開かないんです。
できない

1 電気スタンドやガスコンロなど、身近な機械の使い方がわからないとき、誰かにたずねることができる。
Poder preguntar la forma de l'ús d'una cosa o d'una màquina.
Poder preguntar la forma del uso de una cosa o de una máquina.

2 電気スタンドやガスコンロなど、身近な機械が動かないとき、故障かどうかたずねることができる。

3 電気スタンドやガスコンロなど、身近な機械の使い方の説明を操作を見ながら聞いて理解することができる。
Poder comprendre la forma de l'ús d'una cosa o d'una màquina.
Poder comprender la forma del uso de una cosa o de una máquina mirando manejo.

4 電気スタンドやガスコンロなど、身近な機械の使い方を操作しながら簡単に説明することができる。
Poder explicar la forma de l'ús d'una cosa o d'una màquina.
Poder explicar la forma del uso de una cosa o de una máquina enseñando manejo.

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

L26

gramática y expresión
Verbo transitivo, Verbo intransitivo

ドアが あく。 / ドアを あける。
ドアが しまる。 / ドアを しめる。
ジュースが でる。 / ジュースを だす。
みずが とまる。 / みずを とめる。

～ても ～

ボタンを おしても きっぷが でないんです。

～じゃなくて、～

それは おかしじゃなくて、せっけんよ。

～ことが あります。

まちがえると、こわれることが あります。

Can do

チェックシート

Leccion27

引越し

できない

1 新しい物件の状態の説明を部屋を見ながら聞いて理解するすることができる。
Poder comprendre l'explicació d'un tema nou.
Poder comprender la explicación de un tema nuevo mirando la habitacion .

2 自分の希望に沿った物件を、実際に見ながら説明を聞いたり質問したりしながら探すことができる。

3 見ている物件の壊れていたり汚れていたりする所について苦情を伝えることができる。

Poder quejar en restaurante o hotel como por ejemplo: está roto, está manchado...

4 物件情報（間取り図）を見て理解することができる。
Comprendre mirant un plànol d'un panell informatiu d'un edifici.
Comprender mirando un plano de un cartel informativo de un edifició.

5 間取り図を見ながら説明を聞いたり質問したりしながら、不動産屋でより希望に近い物件を探すことができる。

6 ガス・水道・郵便局などの転居届けに書き込むことができる。
Poder omplir el formulari del canvi de domicili en el correus, del subministrament de l'aigua, gas.
Poder rellenar el formulario del canvi de domicili en correos, del subministro del agua, gas...

7 ガス・水道・郵便局などに転居することを伝えることができる。
Poder transmetre el canvi de domicili en el correus, del subministrament de l'aigua, gas.
Poder transmitir el canvi de domicili en correos, del subministro del agua, gas...

あまりできない すこしできる

No puc
absolutament

No puc massa

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puc una mica

よくできる
Puc fer‐ho

Puedo un poco Puedo hacerlo

8 友達や引越し業者に引越し前の準備についてたずねることができる。

9 引越し前の準備について、友達や引越し業者の説明を聞いて理解することができる。

10 友達や引越し業者と話し合いながら、安全に効率よく荷物を片付けたり運んだりすることができる。

gramática y expresión

L27

～て います。

ガラスが われています。

～でしょう？

かわいいでしょう？

～ですね。

ええ、かわいいですね。

～て おきます。

レストランを よやくして おきます。

～ように ～

われないように しんぶんしで つつんで おきます。

～まま ～

コンタクトレンズを したまま ねてしまいました。

～て ～

おもくて もてません。

