
課 タイトル 行動目標 ST STタイトル できること 学習項目

1 新しい一歩

初めて会った人に丁寧に自
己紹介したり、印象よく問
い合わせしたりすることが
できる。

1 アルバイトを探す アルバイトの問い合わせをしたり、面接での簡単な
やりとりをしたりすることができる。

いらっしゃいます
～と申します
～ので、～
参ります
可能動詞
～なら

2 新しい友達 アルバイト先やサークルで初めて会った人と趣味や
日本での生活について話すことができる。

～のがＡ
～のはＡ
Ｖるようになります（能力の変化）

2 楽しいショッ
ピング

お店やレストランで友達と
商品やメニューについて話
したり、お店の人と話しな
がら買い物したりすること
ができる。

1 上手に買い物
何か買うときに、その物を見てどんな様子かを友達
と話したり、お店の人に自分が知りたい情報を聞い
たりして、自分の行動を決めることができる。

Ａそうです（様態）
Ｖてみます
Ｖてもらえませんか
Ｖやすいです　Ｖにくいです
Ａすぎます

2 一緒に食事 レストランなどで食事をする際に、一緒に行った友
達や店の人などとやりとりすることができる。

Ｖてあります
～と読みます
～と書いてあります
どういう意味ですか　～という意味です
Ｎにします
Ｖすぎです
Ｖすぎます

3 私の目標

自分の目標や計画を話した
り進路の参考のために周り
の人から話を聞いたりする
ことができる。

1 これからの計画 来日の目的や今後の目標、計画などを話すことがで
きる。

Ｖたら、～　（確定条件）
意向形　Ｖようと思っています
Ｖるつもりです　Ｖないつもりです
〈疑問詞〉か、～
～かどうか

2 夢に向かって 自分の将来のことで興味があることについて、周り
の人に話したり質問したりすることができる。

Ｖるために
～んですか　〈疑問詞〉～んですか
Ｖなければなりません　

4 住んでいる町
で

日本の生活を楽しむために
住んでいる町の情報を教え
合って、その情報をもとに
行動することができる。

1 生活を楽しむ 住んでいる町の施設やお店の情報を聞いたり教えた
りすることができる。

～んですが、～
～なら、～
Ｖたらいいですか
Ｖるといいです
Ｎまでに～

2 行き方を教える 道案内をしたり道に迷ったとき道を聞いたりするこ
とができる。

Ｖると、Ｎがあります
Ｎじゃなくて、～　Ｖるんじゃなくて、～
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5 大変な１日

突然のハプニングにあった
とき、簡単なことなら事情
を説明して、対処すること
ができる。

1 困ったな……
困った状況を説明したり、なくしたものの特徴やな
くしたときの状況について説明したりすることがで
きる。

Ｖてしまいました（後悔）
～かもしれません
Ｖたあとで、～

2 駅で 駅や道で困ったとき、簡単に事情を説明して、頼ん
だり謝ったりすることができる。

Ｖていただけませんか
～て、～（理由）
Ｖたら、～た（発見）

6 旅行に行こう

旅行に行くために事前に情
報を収集したり相談したり
して、旅行に行く前の準備
ができる。

1 旅行の計画 どこへ旅行に行きたいか、理由とともに提案するこ
とができる。

Ｖましょうか
～し、～（並列・理由）
～のは～です（強調構文）

2 旅行の準備 旅行の前に何をしておくか話すことができる。
～そうです（予測）
Ｖておきます（準備）
Ｖてあります（完了）

7 西川さんの家
へ

日本人の家へ行ったとき、
場面と関係性を考えなが
ら、その家の人との交流を
楽しむことができる。

1 初めての訪問 初めて会った人と、丁寧な日本語を使って話すこと
ができる。

特別な尊敬語
おＶになります
尊敬動詞
おＶします　ごＮします

2 一緒に作りましょ
う

よく知っている料理について簡単に作り方を説明す
ることができる。

イＡくＶ　ナＡ・ＮにＶ（形容詞の副詞的用法）
Ｖている間に、～
イＡくします　ナＡ・Ｎにします

8 ありがとう

これまでの経験の中でして
もらってうれしかったこと
について感謝の気持ちを表
現することができる。

1 うれしい出来事 親切にされた経験を話したり親しい人に手助けを申
し出たりすることができる。

Ｖてあげます
Ｖてもらいます
Ｖてくれます

2 お世話になりまし
た

自分がお世話になったことを他の人に話すことがで
きる。お世話になった人にお礼を言うことができ
る。

いただきます
くださいます
Ｖていただきます
Ｖてくださいます

9 アルバイト先
で

集団の中で気持ちよく仕事
ができるように、周りの人
のことを考えながら、会話
することができる。

1 アルバイト先のル
ール

先輩からアルバイト先のルールを聞いたり、後輩に
説明したりすることができる。

Ｖることになっています（規則）
Ｖるように、～　Ｖないように、～
条件形
Ｖるようにしてください　Ｖないようにしてくだ
さい

2 楽しいアルバイト スムーズに仕事ができるように、お互いに声をかけ
合うことができる。

おＶください　ごＮください
Ｖそうです（直前の様態）
Ｖておきます（放置）
～（よ）う
Ｖてしまいます（完了）
Ｖることになっています（予定）
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課 タイトル 行動目標 ST STタイトル できること 学習項目

10 旅行に行って

旅行中に起こった困った状
況や今の状況を他の人に伝
えたり、観光スポットで目
にした風景や建物について
簡単に説明したりすること
ができる。

1 ハプニング
旅行先で予期できない状況や不利益な状況になった
とき、その状況や問題点などを簡単に説明すること
ができる。

受身
～のに、～
～みたいです（様態）
～ようです（様態）

2 ガイドブックを片
手に

現在の自分の状況や目前のものなどについて簡単に
説明することができる。

Ｖるところです　Ｖているところです
Ｖたところです　
Ｖてきます
Ｖていきます
ＡそうにＶ
～みたいです（比況）
受身（無生物主語）

11 地域社会の中
で

地域の日本人に、自分の最
近の生活や今困っているこ
となどについて話したり、
地域の活動に参加したりす
ることができる。

1 慣れてくると 自分の習慣の変化や困っていることなどを話すこと
ができる。

Ｖるようになります
Ｖなくなります
Ｖたばかりです
Ｖながら、～

2 スポーツチームに
入って

人から聞いたことを伝えることができる。また、ス
ポーツの応援ができる。

～と言っていました
命令形
禁止
Ｖながら、～ (同時進行 )

12 私の健康法

健康を維持するための方法
や体調がよくないときの対
処法について、周囲の人と
情報を交換することができ
る。

1 体調不良 体調がよくないとき、症状や原因、対処法などを話
すことができる。

［～個、～時間、～杯…］も～
［～個、～時間、～杯…］しか～
Ｖたらどうですか
Ｖないで、～
～らしいです（伝聞）
Ｖて、～　Ｖないで、～（付帯状況）

2 毎日、元気に！ 健康維持のために普段していることや使っているも
のについて話すことができる。

Ｖのに～　Ｎに～
Ｖやすいです（傾向　性質）
Ｖにくいです（傾向　性質）
Ｖるようにしています　Ｖないようにしています
Ｖることにします　Ｖないことにします

13 親の気持ち・
子の気持ち

テレビや街中で気になるこ
とを見かけたとき、それに
ついて意見を言ったり、そ
れに関する自分の経験を話
したりすることができる。

1 町で見かけた子ど
もたち

自分の子どものころの経験を交えながら、簡単に意
見を言うことができる。

使役動詞
Ｖのを見ました
Ｖていました（過去の習慣）

2 思い出すと 子どものころ受けた教育で今の自分に影響を与えて
いることについて話すことができる。

ＮばかりＶています　Ｖてばかりいます
使役受身
Ｖせてくれます　Ｖせてもらいます
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14 イベント・行
事

周りの日本人に自分の国につ
いてより知ってもらうために、
自分の国の行事や習慣につ
いて説明することができる。

1 私の国の行事 国の行事や行事に関することについて、簡単に説明
したり聞いたりすることができる。

Ｎって何ですか
Ｎというのは～
～と言われています
ＮのようなＮ

2 贈り物の習慣 贈り物の習慣や相手の好みに配慮して、プレゼント
の相談をすることができる。

～かな　Ｖようかな
Ｎなんかどうですか
イＡ／ナＡがっています
～からです

15 気になるニュ
ース

日々の生活の中で気になる
ニュースや事柄について、
自分なりに疑問を持って調
べ考えたことを周りの人に
伝えて、やりとりすること
ができる。

1 発表の準備 話し合いの中で、人の話を聞いて自分の考えを言う
ことができる。

～んだって
Ｖるのはどうですか
～だけじゃなくて、～も～
～と、～

2 みんなの前で発表 あるテーマについて調べた情報やそれについての自
分の考えを発表することができる。

Ｖてきました
～ために、～（原因）
Ｖていきます
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