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Table of Contents IRODORI Japanese Online Course Elementary 1（A2）

 Listen  Speak  Read     Write

Lesson 3 It gets very cold in winter.
Activities Can-do

1. 春は桜の花が咲きます 08
Can watch a short video about the four seasons in Japan and understand
seasonal characteristics.

2. どんな季節がありますか？ 09
Can talk in simple terms about the seasonal characteristics of your own 
country.

3. もみじの景色がきれいですから 10 Can talk in simple terms about your favorite season and the reason.

Kanji Words 季節　春　夏　秋　冬　花　同じ　暑い　寒い

Grammar 
Notes

➊ Nに／ナA-に／イA-く なります 春は桜の花が咲きます。暖かくなります。
➋ いちばん ナA-です／イA-いです 秋がいちばん好きです。
➌ イA-いのが 好きです／苦手です 私は暑いのが好きです。寒いのが苦手です。
➍ ナA-です／イA-いです から 秋が好きです。もみじの景色がきれいですから。
➎ S1から、S2 暑いのが大好きですから、夏が好きです。
➏ N1やN2 海や山で遊ぶのも楽しいです。
➐ N1とか（N2とか） 秋は果物がおいしいですよね。ぶどうとか梨とか。

Tips for life in 
Japan ⚫ The Climate in Japan　 ⚫ Tsuyu (rainy season)　 ⚫Cherry blossoms and hanami 　 ⚫ Fall foliage　⚫Cicadas

Lesson 1 I work in a restaurant.
Activities Can-do

1. お久しぶりです 01
Can exchange greetings with a person you are meeting for the �rst time 
in a long time.

2. 日本に来てどのぐらいですか？ 02
Can talk in simple terms about how you have been recently when asked 
by a close person. 

3. 日本では何をしていますか？ 03 Can talk in simple terms about your work in Japan.

Kanji Words 学生　学校　生活　去年　先週　仕事　元気（な）　忙しい　働く　作る

Grammar 
Notes

➊ Polite style / Plain style お久しぶりです。お元気ですか？
久しぶり。元気？

➋ すまりなに】noitarud【 日本に来て1年になります。
➌ 【point in time】（に）来ました 去年の 9月に来ました。
➍ V-ています ① 日本では、何をしていますか？

Tips for life in 
Japan ⚫ Degrees of formality　 ⚫Greeting お元気ですか？ (How are you?)

Lesson 2 I like playing video games.
Activities Can-do

1. 趣味は料理をすることです 04 Can talk in simple terms about your hobbies and favorite things to do.

2. 休みの日は何をしますか？ 05 Can ask and answer questions about how you spend your days off.

3. スタッフ紹介 06
Can read staff descriptions posted in a store, facility, etc. and understand
their families, hobbies, etc.

4. 自己紹介 07
Can write in simple terms about your hobbies, your days off, etc. for 
staff descriptions posted at work.

Kanji Words 人　～人　～人　犬　家族　夕方　英語　音楽　習う　話す　出かける　

Grammar 
Notes

➊ V-ることです 趣味は映画を見ることです。
➋ V-るのが好きです ゲームをするのが好きです。
➌ 【person】と【place】で V-ます 休みの日は、たいてい友だちと体育館でバドミントンをします。
➍ V1-て、V2 毎週、夕方までバドミントンをして、そのあと、みんなでご飯を食べます。
➎ V-ています ② いけばなを習っています。
➏ Nができます 日本語、英語、フィリピノ語、スペイン語ができます。

Tips for life in 
Japan ⚫ Baseball　⚫ Ikebana (�ower arrangement)　 ⚫Studio Ghibli 　⚫ International associations

My Current Self▶ Topic

Seasons and Weather▶ Topic



©The Japan Foundation

Lesson 4　It rained heavily yesterday.
Activities Can-do

1. 朝から暑いですね 11 Can exchange greetings while talking about the weather.

2. 明日は晴れるでしょう 12 Can listen to the weather forecast and mostly understand it.

3. 台風が来てます 13
Can read and understand simple posts about the weather on social me -
dia.

Kanji Words 天気　晴れ　雨　雪　風　今　昨日　明日　毎日　強い　

Grammar 
Notes

➊ Sね ＜Sympathy> 今日はいい天気ですね。
➋ Non-past / Past 昨日はすごい雨でしたね。
➌ V-ています ③ 今も少し雨が降っています。
➍ N／ナA-／イA-い／ V-る でしょう　 明日は晴れるでしょう。

Tips for life in 
Japan ⚫ Typhoons　 ⚫Weather forecasts

Lesson 5　It is very lively and convenient.
Activities Can-do

1. この町はどうですか？ 14 Can talk in simple terms about your impressions of your town.

2. 場所は不便だけどきれいですよ 15
Can ask questions about recommended places around town and understand
the answers.

3. タウンマップ 16
Can look at a town map and get information about famous spots, stores, 
etc.

Kanji Words 町　店　食堂　便利（な）　不便（な）　静か（な）　有名（な）　多い　少ない　遠い　

Grammar 
Notes

➊ Nで、～／ナA-で、～／イA-くて、～ この町は、とてもにぎやかで、便利です。
➋ Nだ／ナA-だ／イA-い けど、～ たちばな公園は、場所は不便だけど、きれいですよ。
➌ V-ることができます 一年中、いろいろな花を見ることができます。

Tips for life in 
Japan ⚫ Sports clubs　⚫ Shopping malls　⚫ Bathing facilities

Lesson 6　Please tell me how to get to the post of�ce.
Activities Can-do

1. バス停はどこですか？ 17 Can ask and understand directions.

2. そちらに行きたいんですが… 18 Can ask and understand directions on the phone.

3. この先に白くて大きな家があります 19
Can give directions to the destination by car when, for example, someone
gives you a ride.

Kanji Words 道　公園　銀行　お寺　神社　右　左　近く　車　送る　

Grammar 
Notes

➊ Nに行きたいんですが… マルイチデパートに行きたいんですが…。
➋ V-て、～ この道をまっすぐ行って、2つ目の信号を左に曲がってください。
➌ N1じゃなくて、N2 1つ目じゃなくて、2つ目です。

Tips for life in 
Japan ⚫ Traf�c lghts　⚫ Temples and shrines

My Town▶ Topic

Lesson 7　I will be a bit late because I got lost.
Activities Can-do

1. 何時にどこですか？ 20 Can ask and understand the time and place to meet.

2. 明日、何時にしますか？ 21 Can talk about and decide the time and place to meet.

3. 電車が止まりました 22
Can read and understand a message saying that the person you are 
meeting will be late.

4. 30 分おくれます 23 Can write a message saying that you will be late for the arranged time.

Kanji Words 時間　場所　駅　受付　門　電車　待つ　止まる　着く　急ぐ　

Grammar 
Notes

➊ Nはどうですか？ 6 時はどうですか？
➋ Nでもいいですか？ 6 時半でもいいですか？
➌ Nで、～ 
　 V-て、～ <Cause / Reason>

事故で電車が止まりました。
ねぼうして、今、起きました。

Tips for life in 
Japan ⚫ Sense of time　 ⚫ Disruptions affecting train service

Going Out Together▶ Topic
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Lesson 8　Have you ever played baseball?
Activities Can-do

1. もう行きましたか？ 24
Can ask someone out to eat, go shopping, or go to an event while asking 
about their experience and interest.

2. このあと、どうしますか？ 25
Can discuss what to do next and where to go while you are out with 
someone.

3. パンダがかわいかったです 26 Can give your impressions about the event to the person you went with.

Kanji Words お金　食事　～店　博物館　動物園　試合　楽しい　難しい　登る　

Grammar 
Notes

➊ もうV-ました 新しいアウトレットモール、もう行きましたか？
➋ V-たことがあります プロレスを見たことがありますか？　
➌ V-に行きませんか？ いっしょに食べに行きませんか？
➍ Nの前に、～
　 Nのあと（で）、～

食事の前に、お金をおろしたいんですが…。
買い物のあとで、ゲームコーナーに行きませんか？

➎ V-たいんですが… ジョギングシューズを買いたいんですが…。
Tips for life in 
Japan ⚫ Japanese castles ⚫ Outlet malls ⚫ Professional wrestling

Lesson 9　Will you tell me how to read this?
Activities Can-do

1. どこで日本語を勉強しましたか？ 27 Can talk in simple terms about your experience learning Japanese.

2. 会話は得意です 28 Can give your impressions and comments about learning Japanese.

3. 日本語をチェックしてもらえませんか？ 29
Can ask someone for help when, for example, you have a problem with 
Japanese.

4. いい練習のし方がありますか？ 30
Can read an online forum about learning Japanese and understand the 
recommended study methods.

Kanji Words 高校　大学　練習　漢字　無料　言う　書く　貸す　教える　説明する　

Grammar 
Notes

➊ Nで <Means> アニメで日本語を勉強しました。
➋ N1は N2 が ナA-です／イA-いです
　 Nは V-るのが ナA-です／イA-いです ①

日本語は文字が難しいです。
日本語は話すのが大変です。

➌ N1は、～。（でも、）N2は、～。
　 <Comparison>

日本語は、読むのは少し難しいです。でも、会話は得意です。

➍ V-てもらえませんか？ 日本語をチェックしてもらえませんか？
➎ V-方 この書類の書き方がよくわかりません。

Tips for life in 
Japan ⚫ Studying Japanese through anime ⚫ Local Japanese language classes

Studying Japanese▶ Topic

Lesson 10　I would like to take a Japanese-language class.
Activities Can-do

1. 教室案内 31
Can �nd and understand information such as the place, date, and time 
of lessons offered at a local community center, etc.

2. 合気道をやってみたいんですが… 32
Can ask questions about the lesson you are interested in at a local gov -
ernment of�ce and understand the answers.

3. 日本語のクラスはどうですか？ 33
Can ask friends or answer questions about Japanese-language classes 
in the community.

4. 高校のとき、少し勉強しました 34
Can answer questions about your experience or your goals in learning 
Japanese, in order to participate in Japanese-language classes.

Kanji Words 午前　午後　教科書　教室　先生　全部　～回　参加する　用意する　

Grammar 
Notes

➊ V-てみたいんですが… 合気道をやってみたいんですが…。
➋ 回～）に（】noitarud【 日本語クラスは週に1回です。
➌ V-ましょうか？ 教室のチラシを持って来ましょうか？
➍ Asking again すみません。「ぼご」は、どういう意味ですか？
➎ Nのとき、～／ナA-なとき、～／イA-いとき、～ 高校のとき、少し日本語を勉強しました。

Tips for life in 
Japan ⚫ Community centers ⚫ Cooking classes ⚫ Shodoo (calligraphy) ⚫ Aikido
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Lesson 11　I will bring meat and vegetables.
Activities Can-do

1. だれが何を持って行きますか？ 35
Can discuss who will bring which item when, for example, having a bar -
becue.

2. どっちがいいですか？ 36 Can discuss what to buy when, for example, having a house party.

3. この料理、卵を使ってますか？ 37
Can ask store staff about the ingredients and expiration dates of food 
and understand the answers.

4. 食品表示 38
Can read food labels to check if the food contains something you cannot 
eat.

Kanji Words 飲み物　お茶　お酒　材料　野菜　牛肉　豚肉　皿　売る　持って行く　

Grammar 
Notes

➊ V-て 行きます／来ます 肉と野菜は、私が買って行きますよ。
➋ N1とN2（と）、どっちがいいですか？
　 S。どれがいいですか？

チョコレートケーキとチーズケーキ、どっちがいいですか？
お茶、いろいろありますね。どれがいいですか？

❸ Nのほうがいいです 塩のほうがいいです。
❹【interrogative】でもいいです Ａ：何が食べたいですか？

Ｂ：何でもいいです。

Tips for life in 
Japan

⚫ Barbecue ⚫ Cooked dishes in supermarkets ⚫ Yakitori (grilled chicken)
⚫賞味期限 (Best-before dates) and 消費期限 (expiration dates) ⚫ Allergy notice

Lesson 12　Your bento looks delicious.
Activities Can-do

1. 辛そうな料理ですね 39 Can give your impressions about the appearance of food.

2. 甘くておいしいですね 40 Can comment about the recommended food after eating it.

3. 卵の料理です 41 Can ask or answer questions about the taste, ingredients, etc. of dishes.

4. カップ焼きそばの作り方 42 Can read and understand cooking instructions for making instant food.

Kanji Words 卵　料理　お湯　調理方法　少し　味　甘い　辛い　苦手（な）

Grammar 
Notes

➊ ナA-／イA- そうです そのお弁当、おいしそうですね。
➋ ナA-／イA- そうなN それ、辛そうな料理ですね。
➌ イA-くて、～
　 イA-くなくて、～

この卵焼き、甘くて、おいしいですね。
茶碗蒸し、甘くなくて、おいしいですよ。

➍ V-てみます よかったら、この卵焼き、食べてみてください。
➎ Intransitive verbs 
　 Transitive verbs

鶏肉とか、エビとか、きのことかが入ってます。
ときどき、銀杏も入れますよ。

➏ イA-くないですか？ 味は、うすくないですか？

Tips for life in 
Japan

⚫ Obento (lunch box) ⚫ Tamago-yaki (rolled omelet) ⚫ Okonomiyaki (Japanese savory pancake) ⚫ Sukiyaki
⚫ Chawan-mushi (Japanese savory egg custard) ⚫ Dashi (Japanese soup stock) ⚫ Instant cup noodles

Delicious Dishes▶ Topic

Lesson 13　It will probably end in about ten minutes.
Activities Can-do

1. パソコンが動かないんですが… 43
Can tell your supervisor what is going on when you have a problem at 
work.

2. どのぐらいかかりそうですか？ 44 Can brie�y answer when asked about the status of work.

3. コピー機の使い方を教えてもらえませんか？ 45
Can ask about and understand, for example, how to use a machine at 
work.

4. 会議の準備は、どうしますか？ 46
Can listen to and understand explanations and instructions on tasks at 
work.

5. お知らせのメール 47 Can read and understand a simple email for work.

Kanji Words コピー機　数字　電気　音　机　都合　悪い　動く　使う　終わる　お願いします　

Grammar 
Notes

➊ ～んですが… 会議室の電気がつかないんですが…。
➋ V-そうです どのぐらいかかりそうですか？
➌ V-たいとき、～ 両面コピーしたいときは、どうすればいいですか？
➍ V-ると、～ このスタートボタンを押すと、コピーが始まります。
➎ はい、【negative sentence】／
　 いいえ、【positive sentence】

Ａ：コピー機、使ったことないですか？
Ｂ：はい、ないです。

Tips for life in 
Japan ⚫ Japanese toilets

Communication at Work▶ Topic
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Lesson 14　May I take a day off?
Activities Can-do

1. 少し遅くなります 48 Can call your workplace to say that you will be late or take the day off.

2. トイレに行って来てもいいですか？ 49
Can ask for permission from a co-worker when leaving the area for a 
moment.

3. 明日の午後、早退してもいいでしょうか？ 50
Can ask for permission in advance when you want to take a day off from 
work.

4. 休暇届を出してください 51
Can ask and understand how to �ll out a form, such as a vacation re -
quest.

Kanji Words 用事　氏名　理由　連絡先　別に　早く　吸う　取る　帰る　伝える　　

Grammar 
Notes

➊ Nで、～／ナA-で、～／イA-くて、～／V-て、～
　 ＜Cause / Reason>

道が混んでいて、ぜんぜん動きません。
昨日は、休んですみませんでした。

➋ S1。それで、S2 これから病院に行きます。それで、少し遅刻します。
➌ Ｖ-てもいいですか？ トイレに行って来てもいいですか？
➍ Ｖ-てもいいでしょうか？ 明日の午後、早退してもいいでしょうか？
➎ Ｖ-なければなりません ちょっと、役所に行かなければならないんです。
➏ ～んです ① 東京から、国の友だちが来るんです。

Tips for life in 
Japan ⚫ Inkan / Hanko (personal seal) ⚫ Paid leave

Lesson 15　I have a fever, and my throat is sore.
Activities Can-do

1. 今日はどうしましたか？ 52 Can explain in simple terms your symptoms at the hospital.

2. インフルエンザですね 53 Can listen to and understand the doctor at the hospital.

3. 問診票 54
Can �ll out the necessary information on a questionnaire form at the 
hospital reception desk.

4. 熱を下げるお薬です 55
Can listen to instructions about medicine and understand directions for 
use and precautions.

5. 薬の説明 56
Can read instructions about medicine and understand directions for 
use and dosage.

Kanji Words 熱　薬　病気　病院　医者　住所　～才　痛い　眠い　寝る　記入する　

Grammar 
Notes

➊ ～んです ② 昨日から38 度の熱があって、のどがすごく痛いんです。
➋ V-ないでください 今週は仕事を休んで、できるだけ人に会わないでください。
➌ V（plain-form）＋N ① こちらは、せきを抑える薬です。
➍ V-る前に、～
　 V-たあと、～

1日1回、寝る前に飲んでください。　
飲むと、眠くなります。飲んだあと、運転しないでくださいね。

➎ ～とき（に）、～ この薬は、痛くてがまんできないときに、飲んでください。
Tips for life in 
Japan ⚫Going to a Japanese hospital ⚫Getting a medical examination at a Japanese hospital ⚫ Hay fever

Healthy Life▶ Topic

Lesson 16　I try not to eat too much.
Activities Can-do

1. 具合が悪そうですね 57
Can give advice when someone is feeling unwell, or listen to and understand
the advice.

2. 夜は早く寝るようにしています 58 Can talk about what you are mindful of to maintain your health.

3. 食中毒が増えています 59
Can look at news about an epidemic illness and more or less understand 
the contents, such as its name, symptoms, and prevention methods.

4. 病気予防のポスター 60
Can look at a poster about an illness at a hospital and understand the 
symptoms, prevention methods, etc.

Kanji Words 体　顔　目　耳　口　頭　足　手　起きる　歩く　走る　運動する

Grammar 
Notes

➊ V-るといいです（よ） よく眠れないときは、ぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよ。
➋ V-すぎます 昨日、飲みすぎました。
➌ V1-たり、V2-たり（します） ジョギングしたり、ときどき家でヨガをしたりしてます。
➍ V-るようにしています
　 V-ないようにしています

できるだけ、野菜をたくさん食べるようにしています。
健康のために、食べすぎないようにしています。

Tips for life in 
Japan ⚫Stiff shoulders ⚫ Masks
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Lesson 17　This is a personal amulet my older brother gave me.
Activities Can-do

1. ごめんください 61 Can exchange basic greetings when you visit someone’s house.

2. これ、お土産です 62 Can give a simple explanation about a gift you give.

3. 誕生日に、友だちにもらったんです 63
Can talk about your belongings, for example, where you bought it or 
who gave it to you.

4. お礼のメール 64
Can write a simple email to thank someone who, for example, invited 
you to their house.

Kanji Words お父さん　お母さん　兄　お兄さん　姉　お姉さん　弟　妹　夫　妻　両親　

Grammar 
Notes

➊ Ｖ（plain-form）＋N ② ネパールから持って来た飾りです。
➋ すまいらもを】gniht【に】nosrep【 このマグカップ、誕生日に、友だちにもらったんです。
➌ 【person】に【thing】をくれます これは、兄がくれたお守りです。

Tips for life in 
Japan ⚫How to sit in a Japanese-style room ⚫Omamori (amulets) ⚫How to refer to family members

Lesson 18　How about giving something as a gift?
Activities Can-do

1. おめでとうございます 65 Can say congratulations for a birthday, wedding, etc.

2. 送別会をしませんか？ 66 Can discuss what to give when selecting a gift for someone.

3. いろいろお世話になりました 67
Can thank someone and offer comments when someone gives you a 
gift.

4. 誕生日の書き込み 68
Can read and understand a post on social media that your friend wrote 
on their birthday.

5. お祝いのメッセージ 69 Can write a message of congratulations or goodbye on a card.

Kanji Words 男の子　女の子　お祝い　誕生日　結婚　時計　幸せ（な）　生まれる　思う　選ぶ　合格する　

Grammar 
Notes

➊ S（plain-form）そうです お子さんが生まれたそうですね。
➋ すまげあを】gniht【に】nosrep【 アナさんに何かプレゼントをあげませんか？
➌ S（plain-form）と言っていました アナさん、前に、焼き鳥が大好きだと言っていました。
➍ S（plain-form）と思います もっと、思い出に残るものがいいと思います。

Tips for life in 
Japan ⚫Japanese people’s names ⚫Giving a toast ⚫Karaoke ⚫Yosegaki (signature board)

Personal Relationships▶ Topic




