
いろどり：入門(A1)シラバス

トピック 課 Caｎ-do 文型・表現 漢字

【話】 <1>人に会ったとき、あいさつをすることができる。

【話】 <2>人と別れるとき、あいさつをすることができる。

【話】 <3>人にお礼を言ったり、謝ったりすることができる。

【読】 <4>「おはよう」や「ありがとう」などのメッセージスタンプを見て、意味を理解することができる。

【話】 <5>相手の言っていることがよくわからないとき、聞き返すことができる。

【話】 <6>日本語やほかのことばができるかどうか質問したり、質問に答えたりすることができる。

【話】 <7>日本語の言い方がわからないとき、どう言えばいいか質問して、その答えを理解することができる。

【話】 <8>名前や出身などを言って、簡単な自己紹介をすることができる。

【書】 <9>名札などに、自分の国と名前を書くことができる。

【話】 <10>はじめて会った人に、名前や出身などを質問したり、質問に答えたりすることができる。

【書】 <11>申込書に、氏名、国籍、生年月日などを書き込むことができる。

【聞】 <12>家族の紹介を聞いて、家族のメンバーを理解することができる。

【話】 <13>住んでいるところや年齢などを質問したり、質問に答えたりすることができる。

【話】 <14>写真を見ながら、その人がだれかなどの簡単な質問をしたり、質問に答えたりすることができる。

【読】 <15>友人のSNSの短い書き込みを読んで、写真を手がかりに、話題を理解することができる。

【話】 <16>食べ物の好き嫌いを聞かれたとき、答えることができる。

【話】 <17>日本の食べ物について、好き嫌いを質問したり、質問に答えたりすることができる。

【話】 <18>飲み物をすすめられたとき、何を飲むかなど、答えることができる。

【話】 <19>朝ご飯に何を食べるか質問したり、質問に答えたりすることができる。

【書】 <20>食事の写真に簡単な説明をつけて、SNSに投稿することができる。

【読】 <21>ファストフード店のメニューを見て、どんな食べ物や飲み物があるかがわかる。

【話】 <22>ファストフード店で、注文することができる。

【話】 <23>ほかの人と食事をするとき、何を食べるか質問したり、質問に答えたりすることができる。

【話】 <24>飲食店で、料理を注文したり、お皿やグラスなど、ほしい物を頼んだりすることができる。

【読】 <25>飲食店の看板を見て、何の店かがわかる。

 好きな
 食べ物

 (食生活)

5. うどんが好きです

➊Nが好きです
   Nは好きじゃないです
➋Nはちょっと…
➌V-ますか？（マス形）
   V-る？（辞書形）
➍NをV-ます
➎（Nは）V-ません
            V-ないです
➏いつも/よくV-ます
   あまりV-ません

水
食べます
飲みます

6. チーズバーガーください

➊N、お願いします/ください
➋Nにします
➌N、【数】お願いします/ください
➍N（は）ありますか？

魚
肉
好き（な）

 私のこと

 (自分と家族)

3. よろしくお願いします

➊Nです
   N1はN2です
➋【場所】から来ました
➌Nは？
➍Sか？
➎Nも
➏Nじゃないです

名前
国
私

4. 東京に住んでいます

➊N1とN2
➋【疑問詞】ですか？
➌【場所】に住んでいます
➍N1のN2

父
母
子ども
日本

 はじめての
 日本語

 (言語と文化)

1. おはようございます

（ひらがな）

2. すみません、
　 よくわかりません

（カタカナ）
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トピック 課 Caｎ-do 文型・表現 漢字

【聞】 <26>家の中を案内してもらいながら、簡単な説明を聞いて、間取りを理解することができる。

【話】 <27>家や部屋に必要なものがそろっているか質問して、確認することができる。

【話】 <28>どこに住んでいるか、家はどうか質問されたとき、簡単に答えることができる。

【話】 <29>どんな家に住んでいるか質問したり、質問に答えたりすることができる。

【読】 <30>エアコンのリモコンなど、家電を操作するための表示を見て、どのボタンを押せばいいかがわかる。

【聞】 <31>職場の部屋を案内してもらいながら、簡単な説明を聞いて、何の部屋かがわかる。

【話】 <32>人の居場所を質問したり、質問に答えたりすることができる。

【話】 <33>職場などで、ものの置き場を質問したり、質問に答えたりすることができる。

【読】 <34>部屋の入り口の表示を見て、何の部屋かがわかる。

【話】 <35>起きる時間や寝る時間を質問したり、質問に答えたりすることができる。

【聞】 <36>職場で、1日のスケジュールについての簡単な説明を聞いて、理解することができる。

【読】 <37>職場のホワイトボードを見て、ほかの人のスケジュールがだいたいわかる。

【話】 <38>日程を決めるために、都合をたずね合うことができる。

【聞】 <39>職場で、短い簡単な指示を聞いて、何をすればいいか理解することができる。

【話】 <40>職場で指示を受けたとき、大切な点を確認したり、聞き返したりすることができる。

【読】 <41>職場で、手書きの簡単なメモを見て、指示の内容を理解することができる。

【話】 <42>職場などで、借りたいものがあるとき、貸してもらえるように頼むことができる。

【読】 <43>備品リストを見て、必要なものがそろっているかどうか確認することができる。

【話】 <44>趣味について質問されたとき、簡単に答えることができる。

【話】 <45>趣味や好きなことを質問したり、質問に答えたりすることができる。

【話】 <46>休みの日に何をするか、質問したり、質問に答えたりすることができる。

【読】 <47>SNSの簡単なプロフィールを読んで、その人の好きなことを理解することができる。

【読】 <48>イベントのお知らせを見て、日時や場所などの大切な情報を探すことができる。

【話】 <49>イベントなどに行くかどうか質問したり、質問に答えたりすることができる。

【話】 <50>相手を誘ったり、誘われたりしたとき、自分の都合を言うことができる。

【書】 <51>友人からの簡単な誘いのメッセージを読んで、返事を書くことができる。

 私の
 好きなこと

 (自由時間と娯楽)

11. どんなマンガが
     好きですか？

➊Nは何ですか？
➋どんなN
➌あまりナA-じゃないです
            イA-くないです <程度>
➍いつも/たいてい/よく/ときどきV-ます <頻度>
   あまり/ぜんぜんV-ません <頻度>
➎【人】と/【場所】でV-ます

読みます
聞きます
見ます
本
友だち
何

12. いっしょに飲みに
     行きませんか？

➊【日時】に/【場所】で【イベント】があります
➋Nに行きます
➌V-ませんか？
➍V-ましょう
➎V-に行きます

～年
～月
～日
今日
今週
今度

 毎日の生活
 
 (生活と人生)

9. 12時から1時まで
   昼休みです

➊【時間】に/ごろV-ます
➋【時間】から【時間】まで
➌【日時】がいいです

月
火
水
木
金
土
日
～曜日

10. ホチキス貸してください

➊V-てください
　 V-て
　 V-てくれる？
➋Nですね <確認>
➌N、貸してください
   N、借りてもいいですか？
　 N、いいですか？
　 N、ありますか？*

朝
昼
夜
～時
～分
～半
～枚

 家と職場

 (住まいと住環境)

7. 部屋が4つあります

➊ここは【場所】です
➋【場所】にNがあります
   【場所】にNが【数】あります
➌（Nは）ありません
            ないです
➍ナA-です
　 イA-いです
➎ナA-じゃないです
　 イA-くないです

家
新しい
広い
古い

8. 山田さんは
   どこにいますか？

➊【場所】でV-ます
➋【人】は【場所】にいます
➌（【人】は）いません/いないです
➍【物】はここ/そこ/あそこにあります
➎Nの【位置】にあります

上
下
中
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トピック 課 Caｎ-do 文型・表現 漢字

【話】 <52>電車やバスなどが自分の行きたいところに行くかどうか質問して、その答えを理解することができる。

【話】 <53>駅名を知らせる車内アナウンスを聞いて、よくわからないとき、ほかの人に質問することができる。

【話】 <54>家から職場までの交通手段や所要時間を言うことができる。

【聞】 <55>目的地までの行き方を質問して、その答えを理解することができる。

【読】 <56>駅でよく見かける表示を見て、意味がわかる。

【話】 <57>外出先で、トイレやATMなどの場所を質問することができる。

【話】 <58>自分のいる場所を、電話で相手に伝えることができる。

【話】 <59>町のいろいろな場所を案内されたとき、相手に感想を伝えることができる。

【読】 <60>店やレストランなどの掲示を見て、営業時間や休業日などを理解することができる。

【話】 <61>必要なものがあるとき、どこで買えばいいか、ほかの人に質問して、その答えを理解することができる。

【読】 <62>店のフロアガイドを見て、ほしいものがどこにあるか探すことができる。

【話】 <63>ショッピングセンターなどで、ほしいものがどこにあるか、店の人に質問して、その答えを理解することができる。

【話】 <64>友人などと買い物をしながら、商品について簡単にコメントし合うことができる。

【読】 <65>デパートやショッピングセンターなどで、よく見かける表示の意味がわかる。

【聞】 <66>商品の値段を聞いて、理解することができる。

【話】 <67>店の人に値段を質問して、その答えを理解することができる。

【話】 <68>買い物をするとき、必要な量や数を伝えることができる。

【話】 <69>コンビ二のレジで、はしをつけるか、袋に入れるかなどの質問に答えることができる。

【読】 <70>店で割引表示を見て、商品の値段がわかる。

【話】 <71>休みの日にしたことを質問されたとき、簡単に答えることができる。

【話】 <72>休みの日にしたことやその感想を質問したり、質問に答えたりすることができる。

【読】 <73>SNSの簡単な書き込みを読んで、写真を手がかりに、何をしたかを理解することができる。

【読】 <74>身近な施設の料金表を見て、いくら払えばいいかがわかる。

【書】 <75>いっしょに出かけた人に、あとから、感想を書いた簡単なメッセージを送ることができる。

【話】 <76>休みの日にしたいことを質問したり、質問に答えたりすることができる。

【話】 <77>日本でしたいことを質問されたとき、簡単に答えることができる。

【書】 <78>休みの日にしたことについて、SNSなどに簡単に書き込むことができる。

【話】 <79>旅行先でしたことやその感想について、簡単に話すことができる。

(注) 「文型・表現」：末尾の*は、同じ文型が再度提出されていることを示す。

 休みの日に

 (自由時間と娯楽)

17. 映画を見に行きました

➊V-ました
   V-ませんでした
➋何も/どこにもV-ませんでした
➌ナA-でした
   イA-かったです
➍Nでした
➎Nじゃなかったです
   ナA-じゃなかったです
   イA-くなかったです

休み
映画
日本語
勉強します
買います
百
千
万
～円

18. 温泉に入りたいです

➊V-たいです
➋どこかV-ます
➌S1。あと、S2。
➍【場所】へ行きます
➎S1。それから、S2。
➏S1。それに、S2。
　 S1。でも、S2。

温泉
予定
来週
会います
入ります
旅行します

 店で

 (買い物)

15. 電池が
     ほしいんですが…

➊Nがほしいんですが
➋ナA-ですね
   イA-いですね
　 ナA！
   イA-い！

入口
出口
～階
押す
引く
安い

16. これ、いくらですか？

➊これ/それ/あれ(は)いくらですか？
➋この/その/あのN
➌【数量】ずつ

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

 街を歩く

 (旅行と交通)

13. このバスは空港に
     行きますか？

➊この【乗り物】は【場所】に行きますか？
➋ここは【場所】ですか？
➌【乗り物】で来ます
➍【期間/時間】かかります
➎【場所】で【乗り物】に乗ります
➎【場所】で【乗り物】を降ります
➏【場所】から【場所】まで

東
西
南
北
会社
来ます
行きます
乗ります

14. 大きな建物ですね

➊【場所】にN（は）ありますか？
➋Nの【位置】にいます
➌ナA-なN/イA-いNですね

大きい
小さい
高い
低い
前
後ろ
横
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