Can do

1

チェックシート

Leccion28

何かをしてもらったとき、感謝の気持ちやうれしい気持ちを伝えることができる。

Cuando alguien te ayuda, poder transmitir el sentimiento de felicidad o de agradecimiento.
2

ほかの人に喜んでもらいたいという気持ちを表現することができる。

3

以前いったことがある場所について、どんなところだったか、他の人に説明することができる。

送ってくれてありがとう。
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

L28

gramática y expresión
わたしに ～て くれます。

たけしさんが

わたしを ～て くれます。

たけしさんが （わたしを） つれていって くれました。

わたしの ～を ～て くれます。

（わたしに）

PC の つかいかたを

おしえて くれました。

たけしさんが （わたしの） しゅくだいを みて くれました。

～に ～て もらいます。

たけしさんに おくって もらいしました。

～て あげます。

たけしさんに セーターを あんで あげます。

（ ～verbo JISHO ）とき、～

ディズニーランドへ いくとき、えきで フィルムを かいました。

（ ～verbo TA ）とき、～

ディズニーランドへ いったとき、しゃしんを とりました。

～しか ～

マフラーしか あめません。

Can do

チェックシート

Leccion29

1

お見舞いに行ったとき、相手を気遣った話ができる。

2

お見舞いに来てくれた人に、簡単に自分の状態などを説明することができる。

3

目上の人に簡単な敬語を使って感謝の気持ちを伝えることができる。

4

伝言板などのあげます・もらいますのお知らせを見て、理解することができる。

5

伝言板などに載せるため、あげます・もらいますの簡単なお知らせを書くことができる。

6

目上の人に簡単なお礼の手紙を書くことができる。
Escriure una carta d'agreïment a una persona superior.
Escribir una carta de agredecimiento a una persona superior.

7

縦書き便箋を使って簡単な手紙を書くことができる。
La forma d'ús del foli de redacció vertical.
El modo de uso del folio de redacción vertical

8

縦書きの封筒に住所や名前を正しく書くことができる。

お見舞い
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

L29

gramática y expresión
～を くださいます。

せんせいが わたしに はなを くださいました。

～を いただきます。

わたしは せんせいに はなを いただきました。

～ところ です。

いま おわった ところです。

～ように しています。

にほんごで はなすように しています。

Can do

1

チェックシート

Leccion30

友達の家に電話をして家族が出たとき、簡単な敬語で話すことができる。

Trucar utilitzant la forma Honoríca
Llamar usando la forma Honorífica con la familia del amigo.
2

敬語を使って初めての人や目上の人に簡単に自己紹介することができる。

3

初めての人や目上の人とレストランで食事をするとき、敬語を使って話すことができる。

4

電話でホテルの予約をするとき、敬語を使って話すことができる。
Fer una reserva a un hotel ( utilitzant el Honorífic )
Hacer una reserva a un hotel (usando el Honorífico. )

5

電話でホテルの予約をするとき、ホテルの人が話している敬語を聞いて理解することができる。
Fer una reserva a un hotel (Comprendre escoltant el Honorífic )
Hacer una reserva a un hotel (Comprender escuchando el Honorífico. )

もう少し召し上がりませんか。
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

L30

gramática y expresión
KEIGO （ 敬語 ）
SONKEIGO （ 尊敬語 ）
KENJOUGO （ 謙譲語 ）

Can do

1

チェックシート

Leccion31

旅行会社でチケットの予約をすることができる。
Poder reservar un bitllet en una agència de viatges.
Poder reservar un billete a una agencia de viaje.

2

旅行会社で日程・交通機関などの相談をすることができる
Poder consultar com el mitjà de transport o el programa en una agència de viatge.
Poder consultar como el medio de transporte o el programa a una agència de viaje.

3

空港や移動中に気をつけることについて、旅行会社の人の説明を聞き取ることができる。
Capaç de Comprendre l'explicació d'advertència en un aeroport.
Capz de comprender la explicación de una advertencia en un aeropuerto.

4

飛行機の中の日本語のアナウンスを聞いて、だいたいの意味を聞き取ることができる。

5

飛行機の中の機材の使い方について、機械を見ながら乗務員の説明を聞いておおまかに理解することができる。

6

飛行機の中のサービスや機材の使い方について、わからないことを乗務員にたずねることができる。

東京発鹿児島行き623便
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

L31

gramática y expresión
～なら ～

かいものを するなら ぎんざが いいですよ。

～たら ～

くうこうに ついたら、 すぐに チェックイン してください。

～ことに します。

タクシーで いくことに します。

～ことに なっています。

おおきい にもつは あずけることに なっています。

まるで ～の ようです。

まるで おもちゃの ようですね。

まるで ～みたいです。
（ ～adj い ）く します。

おとを おおきく してください。

（ ～adj な ）に します。

すみませんが、ちょっと しずかに してください。

～が みえます。

まどから きれいな けしきが みえます。

～が きこえます。

おとが ちいさくて よく きこえません。

Can do

チェックシート

Leccion32

1

お祭りやイベントなどについて、雑誌やパンフレットを見ながら説明を聞いて、理解することができる。

2

お祭りやイベントなどについて、雑誌やパンフレットを見せながら簡単に説明することができる。

3

お祭りやイベントなどに友達を誘うことができる。
Invitara un amic a un evento una festa.
Invitar a un amigo a un evento o a una fiesta.

4

お祭りやイベントにその場にいない人を誘うとき、その人の状況を考えながら周りの人と相談することができる。

5

お祭りやイベントなどの様子を、行けなかった人に簡単に説明することができる。

6

お祭りやイベントがどんな様子だったか、友達が説明してくれるのを聞いて理解することができる。

7

友達の説明を聞きながら、相槌を打ったり質問したりして、会話を弾ませることができる。

お祭り見物
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

L32

gramática y expresión
～て あります。

この ざっしに いろいろ かいて あります。

～ようです。

ささきさんは ひっこした ようです。

～みたいです。

まだ かえっていない みたいです。

～のに ～

せっかく さそってもらったのに、いけませんでした。

Verbo forma UKEMI

うしろの ひとに おされました。

～たら ～

デパートへ いったら、 やすみでした。

Can do

チェックシート

Leccion33

1

身近な製品の作り方や歴史について、表やグラフ、実物を見ながら説明を聞いて理解することができる。

2

身近な製品の製造過程を実際に見ながら、疑問に思ったことをたずねることができる。

工場見学
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

L33

gramática y expresión
Verbo forma UKEMI

インスタントラーメンは 1958 ねんに はじめて つくられました。

～の ように ～

かみの ように うすいです。

～みたいに ～

ロボットが まるで にんげんの ように あるいて います。

～て いる ところです。

すみません。いま、つかって いる ところです。

（ ～tema ）は （ ～sujeto ）が ～

この テレビは せんぱいが くれたんです。

～ために ～

あたらしい くるまを かうために、ちょきんしています。

Can do

チェックシート

Leccion34

1

子供のころの日常生活について話しているのを聞いて、おおまかな内容を理解することができる。

2

子供のころの日常生活について質問されたとき、簡単に説明することができる。

3

学生時代の思い出や経験について話しているのを聞いて、おおまかな内容を理解することができる。

4

学生時代の思い出や経験について質問されたとき、簡単に説明することができる。

毎日家の手伝いをさせました。
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

gramática y expresión

L34

Verbo forma SHIEKI

こどもに いえの てつだいを させました。

～ばかり ～

まいにち れんしゅうばかり していました。

～て ～

しんろが きまらなくて しんぱいしました。

～たら どうですか。

タクシーで かえったら どうですか。

Can do

1

チェックシート

Leccion35

約束に遅れたとき、理由を説明したり言い訳をしたり謝ったりすることができる。
Explicar o disculpar‐se quan arrives tard a un compromís.
Explicar o disculparse cuando llegas tarde a un compromiso.

2

友達が約束に遅れたとき、理由を聞いて理解することができる。

3

予定の時間より遅れてしまったとき、どうすればいいか、状況を見ながら友達と相談することができる。

4

講演会やイベントなどの会場に着いたとき、会場の人に進行状況や席などについてたずねることができる。

5

講演会やイベントなどの会場に着いたとき、何をすればよいか、状況を見ながら友達と相談することができる。

6

参加した講演会やイベントについての感想を、友達と簡単に話し合うことができる。

7

面白そうなイベントや本などを見つけたとき、簡単に内容を説明して友達に教えてあげることができる。

8

友達が勧めてくれたイベントや本などについて、自分の興味に沿って質問することができる。

お待たせしてすみませんでした。
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

gramática y expresión

L35

～そうです。

かんじが すくないから、わたしにも よめそうです。

～そうに ありません。

ねつが あるので、あしたは いけそうに ありません。

もう ～て いますか。

コンサートは もう はじまって いますか。

～ところ です。

ちょうど いま はじまるところ ですよ。

～させて いただきたいんですが・・・。

この コピーきを つかわせて いただきたいんですが・・・。

いくら ～ても ～

いくら よんでも わかりません。

もう ～て しまいました。

もう よんで しまいました。

いつでも

いつでも いいです。ゆっくり よんで ください。

どちらでも
どこでも
なんでも
だれでも

～ば

たかくなければ かおうと おもいます。

Can do

チェックシート

Leccion36

1

学生時代や子供のころにさせられたネガティブな経験や大変だった思い出を友達に説明することができる。

2

友達と相談しながら、パーティーやイベントの準備をすることができる。
Fer una consulta de la preparació d'una festa.
Hacer una consulta de la preparación de una fiesta.

3

仕事や旅行などのために準備しなければならないもののチェックリストをつくることができる。

4

チェックリストを見ながら、仕事や旅行などの準備をすることができる。

5

チェックリストを見て上司や同僚と相談しながら、仕事や旅行などの準備をすることができる。

先輩にいろいろなことをさせられました。
できない

あまりできない

すこしできる

よくできる

No puc
absolutament

No puc massa

Puc una mica

Puc fer‐ho

No Puedo
absolutamente

No puedo
demasiado

Puedo un poco

Puedo hacerlo

L36

gramática y expresión
Verbo forma SHIEKI UKEMI

せんぱいに いろいろな ことを させられます。

～うちに ～

あついうちに めしあがって ください。

～て あります。

よやくして あるから、だいじょうぶです。

