
Marugoto : Starter (A1)  Name : 

Can-doと きほんぶんの チェックリスト (Can-do Goals & Basic Sentences Checklist)

Topic Lesson Can-do Goals <Katsudoo> ★★★ Date Basic Sentences <Rikai> ★★★ Date Comments 

1 Exchange greetings ☆☆☆ /       /   /       /   

2 Recognise Japanese characters ☆☆☆

3 Use basic classroom expressions ☆☆☆

4 Write your name and country in Japanese ☆☆☆

5 Give a simple self introduction ☆☆☆ 3
わたしは　カーラです。

Watashi wa Kaara desu.
☆☆☆

6 Recognise the parts of a business card ☆☆☆ 4
わたしは　にほんごが　できます。

Watashi wa nihongo ga dekimasu.
☆☆☆

5
わたしも　エンジニアです。

Watashi mo enjinia desu.
☆☆☆

7 Talk briefly about your family ☆☆☆ 6
かぞくは　ちちと　ははと　わたしです。

Kazoku wa chichi to haha to watashi desu.
☆☆☆

8
Tell someone about your family, using a family 

photo
☆☆☆ 7

あねは　おおさかに　すんで　います。

Ane wa Oosaka ni sunde imasu.
☆☆☆

8
あにの　こどもは　４さいです。

Ani no kodomo wa yonsai desu.
☆☆☆

9 Talk about your favorite foods ☆☆☆ 9
にくが　すきです。

Niku ga suki desu.
☆☆☆

10 Offer someone a drink ☆☆☆ 10
やさいは　すきじゃないです。

Yasai wa sukijanai desu.
☆☆☆

11 Talk about your breakfast ☆☆☆ 11
あさごはんを　たべます。

Asa-gohan o tabemasu.
☆☆☆

12
コーヒーを　よく　のみます。

Koohii o yoku nomimasu.
☆☆☆

12 Say what your favorite dish is ☆☆☆ 13
すきな　りょうりは　カレーです。

Sukina ryoori wa karee desu. ☆☆☆

13 Talk with a friend about where to go for lunch ☆☆☆ 14
ラーメンやさんで　ラーメンを　たべます。

Raamenyasan de raamen o tabemasu. ☆☆☆

14 Read a menu ☆☆☆ 15
あの　みせは　おいしいです。

Ano mise wa oishii desu. ☆☆☆

15 Oder food and drinks at a hamburger shop ☆☆☆

16 Say what kind of home you live in ☆☆☆ 16
いえに　エアコンが　あります。

Ie ni eakon ga arimasu.
☆☆☆

17 Say what you have in your home ☆☆☆ 17
いえに　ねこが　います。

Ie ni nekoga imasu.
☆☆☆

18 Write an E-mail inviting someone to your home ☆☆☆ 18
ベッドが　２つ　あります。

Beddo ga futatsu arimasu.
☆☆☆

19
わたしの　いえは　せまいです。

Watashi no ie wa semai desu.
☆☆☆

19 Ask/Say where to put things in the room ☆☆☆ 20
にんぎょうは　たなの　うえです。

Ningyoo wa tana no ue desu.
☆☆☆

20 Visit/Welcome a friend ☆☆☆

21 Show someone around your home ☆☆☆

22 Recognise the name and address on signs ☆☆☆

*Self-Evaluation　★☆☆: しました I did it, but could do it better. 　★★☆: できました I did it.     ★★★: よくできました I did it well.

1.　

にほんご

Japanese

1.

Hello/

Hiragana

1
ひらがな
Hiragana

☆☆☆

2.

Would you say that 

again?/ Katakan

2 カタカナ
Katakana

☆☆☆

2.

わたし

Myself

3.

どうぞ　よろしく

Nice to meet you

4.

かぞくは　3にんです

There are 3 people in 

my family

4.

いえ

Home

7.
へやが　３つ　ありま
す

There are three rooms 

in my home

8.

いい　へやですね

It's a nice room

3.

たべもの

Food

5.

なにが　すきですか

What kind of food do 

you like?

6.

どこで　たべますか

Where are you going to 

have lunch?
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23 Say the time you do something ☆☆☆ 21
いま　なんじですか。９じです。

Ima nan-ji desu ka. Ku-ji desu.
☆☆☆

24 Talk about your daily routine ☆☆☆ 22
わたしは　７じに　おきます。

Watashi wa shichi-ji ni okimasu.
☆☆☆

25 Talk about your schedule for this week ☆☆☆ 23
かいしゃは　９じから　５じまでです。

Kaisha wa ku-ji kara go-ji made desu. ☆☆☆

26 Talk about when to have a party ☆☆☆ 24
７じかん　しごとを　します。

Shichi-jikan shigoto o shimasu. ☆☆☆

27 Write a birthday card ☆☆☆ 25
きんようびが　いいです。

Kinyoobi ga ii desu. ☆☆☆

28 Talk about your hobbies ☆☆☆ 26 どくしょが　すきです。

Dokusho ga suki desu.
☆☆☆

29 Talk about what you do on your days off ☆☆☆ 27 ギターが　できます。

Gitaa ga dekimasu.
☆☆☆

28 うちで　えいがを　みます。

Uchi de eega o mimasu.
☆☆☆

29 ときどき　かいものを　します。

Tokidoki kaimono o shimasu.
☆☆☆

30
Recognise information on posters and 

calendars for events
☆☆☆ 30 きんようびに　コンサートが　あります。

Kinyoobi ni konsaato ga arimasu.
☆☆☆

31 Say whether or not you will attend an event ☆☆☆ 31 こくさいホールで　えいがが　あります。

Kokusai-Hooru de eega ga arimasu.
☆☆☆

32
Talk about whether or not you can go out with 

your friend
☆☆☆ 32 すもうを　みに　いきます。

Sumoo o mini ikimasu.
☆☆☆

33 いっしょに　こうえんに　いきませんか。

Issho ni kooen ni ikimasen ka.
☆☆☆

34 いきましょう。

Ikimashoo.
☆☆☆

33 Recognise station and taxi signs ☆☆☆ 35 うちから　えきまで　バスで　いきます。

Uchi kara eki made basu de ikimasu.
☆☆☆

34
Show a taxi driver a note and say your 

destination
☆☆☆ 36 えきで　でんしゃに　のります。

Eki de densha ni norimasu.
☆☆☆

35 Say how to get to a particular destination ☆☆☆ 37 くうこうは　でんしゃが　いいです。

Kuukoo wa densha ga ii desu.
☆☆☆

38 はやいですから。

Hayai desu kara.
☆☆☆

36 Say how to get to a destination, using a map ☆☆☆ 39 ふるい　じんじゃ、にぎやかな　まち

Furui jinja, nigiyakana machi 
☆☆☆

37 Say where you are now over the phone ☆☆☆ 40 さいたまに　ふるい　じんじゃが　あります。

Saitama ni furui jinja ga arimasu.
☆☆☆

38
Recognise opening/closing times on shop 

noticeboards
☆☆☆ 41 えきの　となり、きっさてんの　まえ

Eki no tonari, kissaten no mae
☆☆☆

42 きっさてんは　えきの　となりに　あります。

Kissaten wa eki no tonari ni arimasu.
☆☆☆

43 わたしは　きっさてんの　まえに　います。

Watashi wa kissaten no mae ni imasu.
☆☆☆

6.
やすみのひ 
1

Holidays and 

Days off 1

11.

しゅみは　なんですか

What is your hobby?

12.
いっしょに　いきませ
んか

Shall we go together? 

5.

せいかつ

Daily life

9.

なんじに　おきますか

What time do you get 

up?

10.

いつが　いいですか

When is convenient for 

you? 

7.

まち

Towns

13.
どうやって　いきます
か

How are you going to 

get there?

14.
ゆうめいな　おてらで
す

It's a famous temple
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39 Talk about what you want to buy ☆☆☆ 44
わたしは　アクセサリーが　ほしいです。

Watashi wa akusesarii ga hoshii desu. ☆☆☆

40
Talk about where to shop for something you 

want
☆☆☆ 45

わたしは　カーラさんに　はなを　あげます。

Watashi wa Kaara-san ni hana o agemasu. ☆☆☆

46
カーラさんは　ホセさんに　チョコレートを　も
らいました。

Kaara-san wa Hose-san ni chokoreeto o moraimashita.
☆☆☆

47
きょねん　にほんで　とけいを　かいました。

Kyonen nihon de tokee o kaimashita. ☆☆☆

41 Make a brief comment on things in a shop ☆☆☆ 48
これは　いくらですか。

Kore wa ikura desu ka. ☆☆☆

42 Read prices ☆☆☆ 49
この　Tシャツを　ください。

Kono T-shatsu o kudasai. ☆☆☆

43 Do some shopping ☆☆☆

44 Read a short blog ☆☆☆ 50
きのう　デパートに　いきました。

Kinoo depaato ni ikimashita. ☆☆☆

45 Say what you did on your days off ☆☆☆ 51
かいものは　たのしかったです。

Kaimono wa tanoshikatta desu. ☆☆☆

46
Say briefly what you thought about your days 

off
☆☆☆ 52

デパートは　にぎやかでした。

Depaato wa nigiyaka deshita. ☆☆☆

47 Write a short blog about your days off ☆☆☆ 53
わたしは　どこにも　いきませんでした。

Watashi wa doko ni mo ikimasendeshita. ☆☆☆

48 Read a simple E-mail ☆☆☆ 54
おてらを　みました。それから、おみやげを　か
いました。

Otera o mimashita. Sorekara, omiyage o kaimashita.
☆☆☆

49 Say what you did on your travels ☆☆☆ 55
おすしは　おいしかったです。でも、たかかった
です。

Osushi wa oishikatta desu. Demo, takakatta desu.
☆☆☆

50 Say where you want to go next time ☆☆☆ 56
かぶきは　きれいでした。そして、おもしろかっ
たです。

Kabuki wa kiree deshita. Soshite, omoshirokatta desu.
☆☆☆

57
きょうとに　いきたいです。

Kyooto ni ikitai desu. ☆☆☆

8.

かいもの

Shopping

15. 

かわいい！

Cute!

16.

これ、ください

I’ll take this

9. 
やすみのひ
　2

Holidays and 

Days off 2

17.

たのしかったです

It was fun

18.
つぎは　きょうとに　
いきたいです

I would like to visit 

Kyoto next time

©The Japan Foundation 


