
Unit 1 私
わたし

を再
さい

発
はっ

見
けん

する Rediscovering myself

Lesson

1
アイです。はじめまして。
I’m Ai. Nice to meet you.

Ⅰ Greet and give a simple self-introduction to those who you 
meet for the first time.
初めて会った人に挨拶や簡単な自己紹介をするこ
とができる。

Ⅱ Ask and answer questions about basic information, such as 
name, hometown, etc. 
名前、所属などの基本的な情報を尋ねたり答えた
りすることができる。

Ⅲ Briefly talk about things you like. 
何が好きか簡単に話すことができる。

1.  は [Topic marker]

2.  X は Y ｛です / じゃないです｝
3.  の [Noun-modifying particle]

4.  Questions

 ・  Yes-no questions /・  Wh-questions

5.  も [Particle of similarity]

6.  と [Noun-listing particle]

Lesson

2
ロックフェスにいきませんか。
Do you want to go to the rock 
festival?

Ⅰ Ask and answer simple questions about daily life.
日常生活について簡単に尋ねたり答えたりするこ
とができる。

Ⅱ Expand on conversations about familiar topics such as music, 
movies, etc. by adding follow-up questions.
映画や音楽などの身近な話題について、質問をし
て話題を広げることができる。

Ⅲ Tell someone about what you plan to do on the weekend, on a 
trip, etc.
週末や旅行などの予定について話すことができる。

1. Masu-forms [Polite non-past forms of verbs] 

2. Case particles: を，で，に and へ
3. Adverbs of frequency

4. は "talking about ~"  

Lesson

3
ラーメンは食

た
べませんでした。

I didn’t eat any ramen.

Ⅰ Ask and answer simple questions about family structure.
家族の構成や人数について簡単に尋ねたり答えた
りすることができる。

Ⅱ Ask and answer questions about things someone did in the 
past, last weekend, in childhood, etc.
週末や子供の時などの過去にしたことについて、
尋ねたり答えたりすることができる。

Ⅲ Invite your friends to an event and decide on the details, such 
as time and location.
友達を誘って、時間や場所などの詳細を決めるこ
とができる。

1. Past masu-forms of verbs

2.  と“with”
3. が [Conjunction]  

4. は [Contrastive marker]

5. や [Noun-listing particle]  

6. ～ませんか and ～ましょう
7. ～ましょうか

Unit 2 私
わたし

と私
わたし

のまわりの世
せ

界
かい

Me and the people and things around me

Lesson

4
私
わたし

もたこやきを１つください。
I, too, would like one takoyaki, 
please!

Ⅰ Do your shopping, order food at a restaurant, etc. by referring 
to things around you.
身の回りの物を指し示して買い物したり、レスト
ランで注文をしたりすることができる。

Ⅱ Describe briefly the things around you.
自分の身の回りの物を簡単に描写することができ
る。

Ⅲ Share impressions about things you did.
自分がしたことについて、簡単に感想を伝え合う
ことができる。

 Ⅳ Ask and answer questions about how to do something, such 
as how to go somewhere, how to eat something, etc.
行き方や食べ方などの手段について、尋ねたり答
えたりすることができる。

1. Demonstratives

 ・ これ・それ・あれ・どれ
 ・ この・その・あの・どの
2. Numbers and counters

3. Adjectives and nouns

　･adjective + Noun

　･adjective and noun as a predicate

4. Case particles: で ,から and まで

■『とびら初級 1』 目次・できるリスト・文法項目



Lesson

5
にゃん太

た
郎
ろう

はどこにいますか。
Where is Nyantaro?

Ⅰ Describe who or what is in a place you are familiar with, such 
as a city or a school.
町や学校などの身近な場所に何があるかいるかに
ついて話すことができる。

Ⅱ Describe in detail a place that the hearer does not know well.
相手が知らない場所について、詳しく説明するこ
とができる。

Ⅲ Ask and answer questions about the location of things and 
people.
物や人の位置を尋ねたり答えたりすることができ
る。

 Ⅳ Ask and answer questions about things that you own and 
events.
持っている物やイベントについて、尋ねたり答え
たりすることができる。

1.  ここ・そこ・あそこ・どこ
2.  Placeに X があります・います [Existence]

3.  Location  words (N1 の N2)

4. ～から [Reason] 

5.  X という Y

6. Double particles

7. X は Place にあります・います
 [Whereabouts]

8. X は Y があります・います [Possession]

9. Place で Event があります

Lesson

6
今
いま

みんなで探
さが

しています。
We are all looking for him now.

Ⅰ Understand and make a simple request.
短い簡単な指示を理解したり、指示を与えたりす
ることができる。

Ⅱ Talk about your daily life by connecting multiple actions.
日常生活で何をするかしたかを動作をつなげて、
話すことができる。

Ⅲ Ask and answer questions about what you are/were doing.
今していることや前にしていたことについて、尋
ねたり答えたりすることができる。

 Ⅳ Ask and answer questions about people’s physical 
characteristics, occupation, residence, etc.
自分や身近な人の身体的特徴、職業、住んでいる
所などについて、尋ねたり答えたりすることがで
きる。

 Ⅴ Ask and talk about what you have already done and what 
you have not done yet.
もうしたことやまだしていないことについて、尋
ねたり話したりすることができる。

Ⅵ Ask and answer questions about what you do on a regular 
basis and how often you do it.
習慣的にしていることとその頻度について、尋ね
たり答えたりすることができる。

1. Te-forms of verbs

2. ～てください 

3. V1て、V2  [Actions in sequence] 

4. ～ています [Action in progress] 

5. ～ています [Resultant state]  

6. ～ています [Habitual action]

7. Xは Yが Z  [X’s physical characteristics] 

8. もう“already” and まだ“(not) yet”
9. (Duration) に Y (Number of times)

Lesson

7
もっと時

じ
間
かん

がほしいです。
I want more free time.

Ⅰ Talk about what you, your friends, and your family want.
自分や身近な人がほしい物について、話すことが
できる。

Ⅱ Talk about what you, your friends, and your family want to do.
自分や身近な人がしたいことについて、話すこと
ができる。

Ⅲ Talk in detail about gift giving and gift receiving.
自分や身近な人があげた物やもらった物につい
て、詳しく話すことができる。

1. Te-forms of i-adjectives and です
2. ほしい and ほしがる 

3. 何か and 何も～ない
4. ～たい and ～たがる
5. ～てみる
6. あげる，くれる and もらう



Unit 3 世
せ

界
かい

に目
め

を向
む

ける  Turning our attention to the world

Lesson

8
ちょっとお願

ねが
いがあるんですが

I have a favor to ask of you…

Ⅰ Ask and answer questions about likes and dislikes, strengths 
and weaknesses.
好きなことや嫌いなことや得意なことや苦手なこと
について、尋ねたり答えたりすることができる。

Ⅱ Ask and answer questions about weekend plans with friends 
in casual speech style.
友人と週末の予定などについて、くだけた話し方
で尋ねたり答えたりすることができる。

Ⅲ Invite and accept/decline an invitation by explaining the 
circumstances and giving a reason.
状況を交えて誘ったり、理由を述べて断ったりす
ることができる。

 Ⅳ Ask someone a favor keeping in mind the appropriate level of 
formality for a given relational context.
適切なスピーチスタイルで目上の人や友人にお願
いすることができる。

 Ⅴ Ask for permission, give permission, and explain the 
circumstances for why.
状況を交えて許可を求めたり与えたりすることが
できる。

1. X は Y が Z 

   [Preference, skillfulness, ability] 

2.  Plain non-past form

3. カジュアルスピーチ
4. Xか Y 

5. Placeに～に V (motion)

6. ～んですが [Ending of a lead-in sentence]

7. ～ので  [Reason] 

8.  ～ないでください
9. ～てくれませんか /くださいませんか
10. ～てもいい

Lesson

9
すごくこわかった！
It was so scary!

Ⅰ Ask and answer questions about past events with friends in 
casual speech style.
過去の出来事について、友人にくだけた話し方で
尋ねたり答えたりすることができる。

Ⅱ Talk in detail about a situation by expressing your feelings.
気持ちを交えて状況を詳しく話すことができる。

Ⅲ Express simple assumptions and opinions about familiar 
topics.
身近な話題について、推測や意見を簡単に言うこ
とができる。

 Ⅳ Report what somebody said and what you heard on the 
news.
誰かが言っていたことやニュースで聞いたことを
伝えることができる。

 Ⅴ Ask and answer questions about a unique experience.
めずらしい経験について、尋ねたり答えたりする
ことができる。

1. Plain past forms

2. ～んです sentences

 ・～んです  [Explanation]

 ・～んですか 

    [Confirmation/Asking for an explanation] 

3. ～そう [Impression]

4. ～と思う
5. ～と言う
6. ～たことがある [Experience]

Lesson

10
二
ふ た り

人で花
はな

火
び

が見
み

たかったけど ...
I wanted to watch the fireworks 
together, just the two of us, 
but…

Ⅰ Ask and answer questions about changes about yourself and 
people close to you.
自分や身近な人や場所の変化について、尋ねたり
答えたりすることができる。

Ⅱ Compare things, and ask and answer questions about the 
thing that you think is number one.
物事を比べて一番だと思うことについて、尋ねた
り答えたりすることができる。

Ⅲ Compare two things, and ask and answer questions about 
differences between countries and between people.
2 つの物事を比べて、国や人の違いについて尋ね
たり答えたりすることができる。

 Ⅳ Express your opinion by comparing and contrasting good 
points and bad points.
いい点と悪い点を対比して、自分の意見を言うこ
とができる。

1. Adverbial forms of adjectives

2. Adj / N +なる・する
3. Superlative sentences

4. Xも Y も
5. Comparative sentences 

6. ～けれど /けど　
7. ～ことができる 



Unit 4 世
せ

界
かい

に飛
と

び出
だ

す Going forth into the world

Lesson

11
私に漢

かん
字
じ

の覚
おぼ

え方
かた

を教えてくれ
ない？
Can you teach me how to 
memorize kanji?

Ⅰ Describe and explain things and people around you in detail.
身の回りの物や人について具体的に描写したり、
説明したりすることができる。

Ⅱ Express what you infer about a situation based on what you 
see and hear.
見たり聞いたりした情報をもとに、推測したこと
を言うことができる。

Ⅲ Recommend things that you know well by describing and 
explaining them clearly with details.
自分がよく知っている物事について、分かりやす
く説明し、勧めることができる。

 Ⅳ Ask and answer questions about how to use, make, and do 
things in your everyday life.
身近な物の使い方や作り方について、尋ねたり答
えたりすることができる。

1. の [indefinite pronoun]

2. Noun-modification clauses

3. みたい／よう [conjecture]

4. みたい／よう [resemblance]

5. Xは Yことです
6. V 時

とき

7. ～たり～たりする
   [non-exhaustive listing of actions]

8. V-teから
9. V-masu 方

かた
 [method; manner]

Lesson

12
今度日本に来たら、何がした
い？
When you come to Japan in the 
future, what do you want to do?

Ⅰ Ask and answer questions about your abilities and what you 
can do in aparticular place.
自分の能力やある場所でできることについて、尋
ねたり答えたりすることができる。

Ⅱ  Talk about preparations for trips, parties, events, etc.
旅行やパーティーなどの準備について話すことが
できる。

Ⅲ Talk briefly about hypothetical situations.
仮定の状況について簡単に話すことができる。

1. Potential forms of verbs [ability/availability]

2. V前に ; V後で
3. ～ておく
4. ～たら [if/when and after]

Lesson

13
アメリカで売ろうよ！
Let’s sell it in America!

Ⅰ Talk about what you are thinking of doing on the weekend, on 
a trip, etc.
週末や旅行などの予定について自分がしようと
思っていることを言うことができる。

Ⅱ Report and share interesting and useful information you 
heard or read.
聞いたり読んだりした情報を共有して、それにつ
いて話すことができる。

Ⅲ Talk about manners and rules by comparing how things are 
done in your country with how things are done in Japan.
自分の国と比べながら、マナーやルールについて
話すことができる。

 Ⅳ Talk about how things are done according to social customs 
and other customary rules.
決まった習慣など、しなくてはいけないことにつ
いて、話すことができる。

1. Volitional forms / volitional と思う
2. ～も
3. ～そうだ [hearsay]

4. ～ながら [simultaneous/concurrent actions]

5. ～てはいけない [prohibition]

6. ～なくてはいけない
     [obligation; required conditions/qualifications]

7. ～なくてもいい [no obligation; unnecessity]

Unit 5 異
い

文
ぶん

化
か

を体
たい

験
けん

する  Experiencing a different culture

Lesson

14
何か食べすぎた？
Did you eat too much of 
something?

Ⅰ Ask and answer questions when you face trouble, like when 
you feel sick or unwell.
体の不調など困ったことについて、尋ねたり答え
たりすることができる。

Ⅱ Ask someone for advice about problems that you are facing 
and give someone advice when they come to you.
身近な問題について相談したり、相談を受けて提
案したりすることができる。

Ⅲ Describe the conditions of places and things in detail.
場所や物などがどのような状態か具体的に描写す
ることができる。

1. ～かもしれない [uncertainty; possibility]

2. ～すぎる
3. ～てしまう 

4. S1し S2し [multiple reasons]

5. ～てほしい
6. ～たらどうですか [suggestion]

7. Intransitive verbs (Vi) and transitive verbs (Vt)

8. V-intransitive + ている [a state of something/

someone]

9. V-transitive + てある [a state of something]

■『とびら初級 2』 目次・できるリスト・文法項目



Lesson

15
ちょっと分かりにくいと思うん
ですけど ...
I think this might be a little 
difficult to understand…

Ⅰ Offer help to someone in your daily life.
日常生活で誰かに手伝いを申し出ることができる。

Ⅱ Express your thoughts and give advice when asked.
相談に対して、アドバイスや自分の考えを言うこ
とができる。

Ⅲ Express your gratitude when someone close to you does 
something kind for you.
身近な人からの親切な行為について感謝の気持ち
を伝えることができる。

1. ～てくる
2. ～ていく
3. ～ましょうか [offering to do something]

4. {～た／～ない }方
ほう
がいい 

[strong suggestion]

5. Vないで
6. ～やすい／にくい
7. ～てあげる／くれる／もらう 

[doing/receiving a favor]

8. ～てくれてありがとう／
     ～てくださってありがとうございます

Lesson

16
一日しか会えなくて残

ざん
念
ねん

です。
It’s too bad we can only meet 
up for one day.

Ⅰ Express your feelings about good and bad experiences.
よかったことや大変だったことついて、色々な気
持ちを表現することができる。

Ⅱ  Talk about things that did not go well and things you regret.
うまくいかなかったことや後悔していることにつ
いて、話すことができる。

Ⅲ Discuss objective facts and information about famous pieces 
of art, places, books, etc.
有名な物や場所について事実や情報を話すことが
できる。

1. ～て [reason]

2. Passive forms of verbs and passive sentences

3. ～しか～ない
4. Ba-conditional forms of verbs and 

 ～ばよかった
5. Vつもり

Lesson

17
お店

みせ
を手

て
伝
つだ

わせていただけませ
んか。
Please let me help out around 
the store.

Ⅰ Politely express what you want to do and request to be 
allowed to do it.
自分がしたいことを丁寧に申し出たり、お願いし
たりすることができる。

Ⅱ Ask and answer questions about new experiences and 
discoveries.
新しい経験や発見について尋ねたり答えたりする
ことができる。

Ⅲ Talk in detail about your future goals.
自分の将来の目標について詳しく話すことができ
る。

1. Causative sentences 

2. 間／間に
3. か（どうか） [embedded question marker]

4. ～と [conditional]

5. Vために [purpose] 　
6. Vまで and Vまでに

Unit 6 世
せ

界
かい

とつながる   Connecting with the world

Lesson

18
また会えるといいね。
I hope to see you again 
sometime!

Ⅰ Talk about experiences when you were forced to do 
something you did not like.
させられて嫌だった経験について話すことができ
る。

Ⅱ Talk about when something unexpected happened and 
express your feelings about it.
予期していなかった結果やそれに対する気持ちを
伝えることができる。

Ⅲ Encourage people close to you and show empathy towards 
them.
身近な人を励ましたり、気遣ったりすることがで
きる

 Ⅳ Reading Comprehension: Understand essays about personal 
experiences by comparing the contents of the essays with 
your own experiences.
読解：体験文などを読んで、自分の経験と比べな
がら内容を理解することができる。

1. V-masu なさい [mild commands]

2. Causative-passive forms and causative-

passive sentences

3. まだ andもう
4. ～のに
5. はずだ [expectation/anticipation]

6. ば [conditional]

7. ～といい　



Lesson

19
どんな話

はなし
をなさるんですか。

What will you be speaking 
about?

Ⅰ Ask questions politely and introduce yourself appropriately in 
a formal setting.
フォーマルな場面で丁寧に質問したり、自己紹介
したりすることができる。

Ⅱ Carry on a simple conversation with someone of a higher 
position or someone you meet for the first time using keigo.
目上の人や初めて会った人に敬語を使って、簡単
な会話をすることができる。

Ⅲ Understand common public announcements and signs in 
train stations, stores, and other places.
駅や店などでよく見るサインや聞くアナウンスが
理解できる。

 Ⅳ Reading Comprehension: Follow the flow of a written story 
and understand and enjoy the storyline.
読解：物語の内容や流れを追って、話の面白さを
理解することができる。

1. ～でしょうか [extra-polite question]

2. Courteous expressions

3. Honorific expressions

4. Humble expressions

5. お V-masuください

Lesson

20
みんな、これからどうするの？
What will you do next?

Ⅰ Talk about your personal growth, how society has changed, 
and the future to come.
自分の成長や社会の変化、将来について話すこと
ができる。

Ⅱ Discuss briefly how you can do your part to make the world a 
better place.
社会に役に立つにはどうしたらいいか、簡単に話
すことができる。

Ⅲ Reading Comprehension: Understand and enjoy basic 
characteristics of Japanese poetic expressions.
日本語の詩の表現や基本的な特徴を理解して、楽
しむことができる。

1. ～ても
2. Vようになる
3. Vことにする／ Vことにしている
4. なら [conditional]

5. ～でしょう／だろう [conjecture]


