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Listen

People around Me

Topic

Lesson

IRODORI Japanese Online Course Elementary 2 (A2)

1 I just came to Japan last week.

Speak

Read

Write

Can-do

Activities

1.

みんなを紹介しますね

Can understand the name and role, etc. of staff members at your new
01 job when they’re introduced to you.

2.

一生懸命がんばります

Can give a somewhat detailed self-introduction when you give first
02 greetings at work and other places.

3.

とても大きい町です

03 Can talk in simple terms about your hometown.

4.

SNSの自己紹介

04 Can write a simple self-introduction on social media.

山

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan
Lesson

川

海

島

森

客

観光地

意味

経験

➊ N1 という N2

ホアは「花」という意味です。

➋ V-たばかりです

先週、日本に来たばかりです。

➌ V-ていました

ベトナムでは、ホテルで働いていました。

➍ それ／そこ
< Discourse demonstratives >

ジャワ島に、ジョグジャカルタという大きい町があります。ウォノソボは、そこから、
バスで 4 時間ぐらいです。

➎ 〜て、〜
ㅤ 〜から、〜
ㅤ 〜けど、〜

お茶の畑がたくさんあって、のんびりしています。
ウランバートルは首都だから、都会ですよ。
首都ではないけど、とてもにぎやかです。

⚫ J-POP ⚫ Perfume ⚫ Tabe-aruki (trying food at different restaurants)

⚫ Ani-son

2 He looks a serious person.

⚫ Japanese study groups on SNS

Can-do

Activities

1.

どの人ですか？

Can describe a person’s characteristics or identify a person by listening
05 to their characteristics when you are looking for someone.

2.

その写真、だれですか？

06 Can talk about the traits and appearance of a person who is not present.

3.

本当にかっこいいです

Can talk in simple terms about a famous person you like, why you like
07 them and why you first liked them.

4.

インタビュー記事

08 Can read a simple interview article and understand the contents.

写真

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan
▶

歌手

上手
（な） 明るい

長い

短い

着る

立つ

泣く

➊ N1 は N2 が ナA-です／イA-いです ②

江口さんは、髪が短いです。

➋ V-ている +人

ナインさんは、帽子をかぶっている人です。
加藤さんは、あそこで、コピーをしている人です。

➌ Sよ

原さんは、座って、本を読んでる人ですよ。

➍ Sし、〜

三船敏郎は、演技が上手だし、本当にかっこいいです。

⚫ Japanese people and facial hair ⚫ Overtime hours ⚫ Amuro Namie ⚫ Mifune Toshiroo ⚫ Community magazines

At a Restaurant

Topic

Lesson

歌

3 I cannot eat it because of an allergy.

Can-do

Activities

Can read a menu and understand the names of dishes, prices, and services.

1.

定食屋のメニュー

09

2.

わさび抜きでお願いします

Can tell someone you are dining with or the restaurant staff what you
10 cannot eat and the reasons.

3.

人気があるのはお刺身定食です

11 Can tell the restaurant staff your requests for seating, orders, etc.

4.

予約をしたいんですけど…

12 Can make a restaurant reservation by phone.

5.

レストランのクーポン

13 Can look at a restaurant coupon and find the necessary information.

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

注文

会計

予約

電話番号

〜様

ご飯

牛乳

生

禁煙

自由

➊ S1 ので、S2

今日は自転車で来たので、飲めないんです。

➋ Sよね

おすし、わさび、入ってますよね。

❸ Nで〜

Ａ：テーブルと座敷がございますが…。
Ｂ：テーブルでお願いします。

❹ ナA-な／イA-い／ V-る のは、Nです

人気があるのは、お刺身定食です。

⚫ Teishoku (set meals) ⚫ Okawari (additional helping) ⚫ Oomori (large portion) ⚫ コーヒー (Coffee)/ 紅茶 (Tea)
⚫ Wasabi ⚫ Drinking and biking ⚫ Smoking in restaurants ⚫ Furai (deep-fried food)
⚫ How to pay your bills in a restaurant ⚫ Restaurant coupons ⚫ “Drink bars”
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Lesson

4 Please eat it without soy sauce.

Can-do

Activities

1.

どこかいい店、ありませんか？

Can listen to information about a recommended restaurant and understand
14 its features.

2.

よく混ぜて食べてください

15 Can listen to and understand the instructions on how to eat a dish.

3.

どうやって食べるんですか？

16 Can ask or answer questions about how to eat a dish.

4.

餃子に似ています

Can give a simple explanation about a dish from your country, such as
17 the characteristics, ingredients, and how to eat it.

5.

飲食店の口コミ

Can read online reviews about restaurants and find information, such
18 as taste and price.

塩

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

▶

量

〜方

〜屋

満足
（な） 切る

焼く

入れる

➊ Nなら、〜

Ａ：この近くに、おすすめの店がありますか？
Ｂ：この近くなら、
「平兵衛」
がおすすめです。

➋ V-て、〜
< Manners >
V-ないで、〜

こちらの野菜の天ぷらは、つゆにつけて食べてください。
エビはつゆにつけないで、塩をかけて食べてください。

➌ V-ちゃだめです

一度に、そんなにたくさんお肉を入れちゃだめですよ。

➍ V-てから、〜

うどんは、お肉と野菜を食べてから、入れましょう。

➎ S1 が、S2

お店は新しくてきれいですが、お昼は混んでいます。

⚫ Ramen ⚫ Local cuisine ⚫ しょうゆ (Soy sauce) / ソース (Sauce) / つゆ (Soup) / たれ (Dipping sauce)
⚫ Temaki-zushi (hand-rolled sushi) ⚫ Yaki-imo (baked sweet potato)
⚫ Shabu-shabu (thinly sliced meat parboiled in broth)

Let’s Go on a Trip

Topic

Lesson

油

5 You should make a reservation early.

Can-do

Activities

1.

いつか行ってみたいです

Can listen to brief information of tourist destinations in Japan and understand
19 what these places are like and what you can do there.

2.

景色がきれいなところがいいです

20 Can discuss travel plans with a friend.

3.

どんなところに泊まったらいいですか？

21 Can ask someone for advice or give them your advice on travel planning.

4.

旅行の口コミ

22 Can read reviews on a travel site and more or less understand the contents.

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

自然

交通

船

自転車

旅館

東京

計画

遊ぶ

調べる

出発する

➊ V（
- られ）
ます < Potential-form ① >

新鮮なカニとかウニとか食べられますよ。

➋ 〜ところ

遊べるところはありますか？

➌S
（plain-form）って聞きました
S
（plain-form）って言っていました

うどんがおいしいって聞きました。
バスが安くて便利だって先輩が言ってました。

➍【interrogative】V-たらいいですか？

日光に行くんですけど、何で行ったらいいですか？

➎ V-たほうがいいです
ㅤ V-ないほうがいいです

厚い上着を持って行ったほうがいいですよ。
できれば、日曜日は行かないほうがいいですよ。

⚫ Tourist destinations in Japan 1 ⚫ Mt. Fuji and the Fuji Five Lakes region ⚫ Highway buses
⚫ ホテル (Hotels) / 旅館 (Inns) / 民宿 (Private lodgings) / ゲストハウス (Guest houses)
⚫ Tourist destinations in Japan 2 ⚫ Ski resorts
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Lesson

6 I am glad that I went to a lot of different places.

Can-do

Activities

1.

切符・掲示

Can look at a train ticket, signs on a train, the bulletin board at a
23 station, etc. to find the necessary information.

2.

中禅寺湖に行くつもりです

Can talk in simple terms about your travel plans to a person you met
24 during your trip.

3.

お客様にご案内いたします

Can listen to the announcements at a station or on the train and get
25 the necessary information or ask questions to someone nearby when
you are not sure.

4.

ショーが見られなくて残念でした

26 Can talk in simple terms about how your trip was.

5.

旅行の感想

Can write a simple post on social media about your experience and
27 impressions of a trip.

運転

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

▶

故障

指定席

週末

絵

空

泳ぐ

光る

到着する

明日は、中禅寺湖に行くつもりです。

➋ V（
- られ）て、〜
ㅤ V（
- られ）なくて、〜

いろいろなところに行けて、よかったです。
ショーが見られなくて、残念でした。

➌ S1 し、S2 し、〜

海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。

➍ V-る／ V-ている／ V-た とき、〜

道を歩いているとき、リスを見ました。
ウミネコが近くに来たとき、ちょっとこわかったです。

➎【person】と
【number of people】で

友だちと 2 人でハウステンボスに行って来ました。

⚫ Shinkansen tickets ⚫ Yuba (tofu skin) ⚫ Kushi-katsu (skewered cutlet)
⚫ Tourist destinations in Japan 3

⚫ Takoyaki (octopus dumpling balls)

Local Events

Topic

Lesson

事故

➊ V-るつもりです

7 If it rains, it will be held at the hall.

Can-do

Activities

1.

掲示板のお知らせ

Can get the main information from notices on a community bulletin
28 board or in your mailbox, etc.

2.

ガス点検のお知らせですね

Can ask questions about community events and notices and understand
29 the answers.

3.

さくら市民センターからお知らせします

Can listen to an event announcement on a community radio broadcast
30 and understand the main information.

4.

盆踊り？

Can ask questions about the content and understand the answers when
31 you are invited to a community event.

Kanji Words

何ですか？

お知らせ

今月

水道

工事

広場

場合

➊ 〜たら、〜
Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

中止

条件

〜以上

開く

生産する

雨が降ったら、盆踊りは日曜日にやるよ。
盆踊りが終わったら、いっしょに居酒屋に行きましょう。

➋ V（
- ら）れます < Passive ① >

7 月 14 日、
「ひかりホール」において、コンサートが開催されます。

➌ V（
- られ）ます < Potential-form ② >

盆踊りは簡単だから、だれでも踊れますよ。

⚫ Festivals and mikoshi ⚫ Neighborhood associations ⚫ Local bulletin boards / Kairanban (circular notices)
⚫ Fireworks shows ⚫ Flea markets ⚫ Local disaster prevention radio broadcasting
⚫ Michi-no-eki (roadside stations) ⚫ Bon-odori (Bon festival dance) ⚫ Yukata
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Lesson

8 Do you know where the food stands are?

Can-do

Activities

1.

国際交流フェスティバルのチラシ

Can look at an event program and find the main information, such as
32 the starting time and the performances.

2.

スピーチコンテストは、もう始まりましたか？

Can ask staff members or others about the time and place of events and
33 understand the answers.

3.

だれでも参加できますか？

Can ask the person in charge about the requirements for participating
34 in the event you are interested in and how to apply.

4.

皆様にお願いいたします

Can listen to and more or less understand precautions and other
35 announcements at an event venue.

5.

国際交流祭りの感想

Can read and understand simple posts on social media written by a
36 friend who participated in the event.

6.

イベントの感想

Can write simple posts on social media about the event you participated
37 in.

来年

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

▶

世界

体験

国際交流

禁止

紙

始まる

申し込む

➊ もう V-ました
ㅤ まだ V-て
（い）ません

Ａ：スピーチコンテストは、もう始まりましたか？
Ｂ：まだ始まってません。

➋ まだ V-ます

イベント、まだやってますか？

➌【interrogative】＋ S
（plain-form）か、
〜

明日のフリーマーケットは、何時からか、わかりますか？

⚫ International exchange festivals ⚫ Japanese-language speech contests ⚫ Karaoke competitions

Annual Events and Manners

Topic

Lesson

会場

9 What do people do on Coming-of-Age Day?

Can-do

Activities

1.

20 歳になった人をお祝いするんだよ

Can listen to and understand what to do and what to eat, etc. for annual
38 events in Japan.

2.

あけましておめでとうございます

Can talk in simple terms about what you did during vacation, such as
39 the New Year holidays, and how it was, etc.

3.

田舎に帰って家族でお祝いします

40 Can talk in simple terms about festivals and events in your country.

4.

イベントの記事

Can read and more or less understand an article about a local event you
41 participated in.

5.

新年のメッセージ

42 Can write and send New Year’s greetings.

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

今年

昨年

毎年

文化

祭り

正月

〜式

大人

米

特別
（な）

➊ 〜んですか？

成人の日は、何をするんですか？

➋ Nしか＋ negative sentence

乗り物に 3 つしか乗れませんでした。

➌ Nだけ

今年は、1 日だけ実家に帰りました。

➍ V-たりして、〜

友だちといっしょに買い物をしたりして、楽しかったです。

➎ V-なくちゃならない

甥や姪にお年玉をあげなくちゃならないし、大変でした。

➏ V-れます < Potential-form③ >

DVDもたくさん見れました。
久しぶりに、実家の母の料理を食べれてよかったです。

➐S
（plain-form）＋人が〜
S
（plain-form）＋人も〜

春節は、田舎に帰る人が多いです。
最近では、海外に旅行する人もいます。

➑ V-ながら、〜

ソンクラーンは、町を歩きながら、みんなで水をかけ合います。

➒ Nによって

レバランは、年によって違います。

⚫ New Year’s Day ⚫ Coming-of-Age Day ⚫ Hinamatsuri (Doll Festival) ⚫ Kodomo-no-hi (Children’s Day)
⚫ Tanabata (Star Festival) ⚫ Christmas ⚫ New Year’s in Japan ⚫ Mochitsuki (pounding of rice cakes)
⚫ New Year’s cards / New Year’s messages
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Lesson

10 What kind of clothes should I wear?

Can-do

Activities

1.

今からお見舞いに行くんです

Can ask about manners and customs for weddings and funerals in Japan and
43 understand the answers.

2.

食器は自分で片付けなくちゃ

Can ask and comment about the difference in manners and customs between
44 Japan and your country.

3.

国によって違うんですね

45 Can talk in simple terms about an event relating to intercultural experiences.

4.

日本の習慣についての記事

Can read and more or less understand online posts about differences in
46 manners and customs.

服

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

▶

自分

店長

全員

習慣

普通

暗い

怒る

入院する

お葬式には、何を持って行けばいいですか？

➋ V-ては いけません／だめです
ㅤ Vちゃ いけません／だめです

信号が赤のときは、横断歩道を渡ってはいけませんよ。
バスの中では、話しちゃだめだよね。

➌ V-なくちゃ

食器は自分で片付けなくちゃ。

➍ V-るように、〜
ㅤ V-ないように、〜

次の人がすぐに席に座れるように、食器を片付けます。
トイレがつまらないように、紙はごみ箱に捨てます。

➎ V（
- ら）れます < Passive ② >

お店の店長さんに、
「今度から気をつけて」と注意されました。

➏S
（plain-form）の？

お金を払わないで、ジュース飲んだの？

➐ V-なきゃ

ちゃんとお金を払ってから飲まなきゃ。

⚫ Funerals ⚫ Wedding parties ⚫ Omimai (visiting someone in hospital)
⚫ Party for the construction of a new building ⚫ Regional customs ⚫ Manners when using mobile phones
⚫ Food courts ⚫ Otooshi (appetizers)

Shopping Wisely

Topic

Lesson

袋

➊【interrogative】V-ばいいですか？

11 I forgot to bring my point card.

Can-do

Activities

1.

着てみてもいいですか？

Can tell a shop assistant your request about color, size, etc. at a clothing
47 store and buy what you want.

2.

自転車を盗まれました

48 Can tell people nearby about a problem while shopping.

3.

トイレに忘れたと思います

49 Can describe a lost item and the place you lost it.

4.

お客様のお呼び出しを申し上げます

Can listen to and more or less understand in-store announcements at,
50 for example, a shopping mall.

色

Kanji Words

赤

青

黒

白

女性

男性

急に

営業する

このセーター、着てみてもいいですか？

➋ ナA- ／イA- すぎます

この色はちょっと派手すぎます。

➌ ナA-な／イA-い の

Grammar
Notes

もうちょっと大きいの、ありますか？

➍ Nを V（
- ら）れます < Passive ③ >

（私は）
自転車を盗まれました。

➎S
（plain-form）かもしれません
Tips for life in
Japan
Lesson

12

案内する

➊ V-てみてもいいですか？

もしかしたら、バッグをとられたかもしれません。

➏ V-てしまいました

ポイントカード、忘れてしまいました。

⚫ Clothing sizes ⚫ information desks
⚫ Sales ⚫ Special fairs

⚫ Telephone numbers to call in an emergency ⚫ Point cards

This vacuum cleaner is light and easy to move around.
Can-do

Activities

1.

どこで買ったらいいですか？

51 Can ask someone which model to buy and where, when you want something.

2.

フリマアプリ

Can use a flea market application or website to buy electric appliances
52 and other items.

3.

商品の比較表

Can look at a product comparison chart and the price tags of electric
53 appliances at an electronics retail store to get the necessary information.

4.

これ、安くなりますか？

Can ask store staff about a product or ask for a discount when you are
54 buying electric appliances.

Kanji Words

商品

値段

価格

消費税

税別

店員

親切
（な） 重い

軽い

変わる

➊ V-るまで、〜

手元に届くまで、2 日しかかかりませんでした。

Grammar
Notes

➋ V-やすいです
ㅤ V-にくいです

どっちが使いやすいですか？
この掃除機は、重くて、使いにくいですね。

➌ N1 と N2
（と）、どちら／どっちが〜か？
ㅤ（N1 より）N2 のほうが、〜。

Ａ：どっちが使いやすいですか？
Ｂ：セーシバの掃除機のほうがスギシタより軽くて、動かしやすいですよ。

Tips for life in
Japan

⚫ フリマサイト (Flea market sites) / フリマアプリ (Flea market apps)

⚫ Price negotiation
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▶

Various Services

Topic

Lesson

13 They display a lot of materials.

Can-do

Activities

1.

市の行事に使われてます

Can listen to and understand what there is and what can be done when
55 you are shown around facilities.

2.

はじめて利用するんですが…

Can listen to and understand instructions, such as how to use the gym
56 and other public facilities.

3.

図書館を使いたいんですが…

Can ask questions about how to use the library, etc., and understand
57 the answers.

4.

図書館の利用案内

Can read and understand library information written in simple Japanese
58 for non-Japanese residents.

5.

禁止の表示

Can look at and understand signs, such as “no photography allowed,”
59 posted in facilities.

市

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan
Lesson

料金

図書館

道具

〜点

必要
（な） 借りる

返す

開く

閉まる

利用する

➊ V（
- ら）れます < Passive ④ >

この建物は、2 年前に建てられました。

➋ V-てあります

昔、使われた道具とか、いろいろな資料を展示してあります。

➌ N1 だけじゃなくて、N2 も〜

本だけじゃなくて、CDとか、DVDもただで借りられます。

➍ Nなら、〜

返却は、市内の図書館なら、どこに返してもいいです。

➎【interrogative】V-ても、〜

返却は、市内の図書館なら、どこに返してもいいです。

⚫ Public cultural centers and sports centers

⚫ Libraries

⚫ Yasashii Nihongo (easy Japanese)

14 Will you cut my bangs a little shorter?

Can-do

Activities

1.

自転車の空気を入れたいんですが…

Can listen to the instructions and understand how to use delivery, dry
60 cleaning, and other services.

2.

郵便局からの連絡

Can read a delivery notice for mail or an express package and understand
61 how to request redelivery.

3.

どのぐらい切りますか？

62 Can explain your wishes about a hairstyle at a beauty salon or a barbershop.

4.

外国の方のために、いろいろなサービスがあります

Can listen to and understand what kind of services are available to
63 non-Japanese residents at the International Exchange Association, etc.

外国

Kanji Words
Grammar
Notes

Tips for life in
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▶

相談

質問

窓口

郵便局

近所

自動

洗う

入力する

➊ ナA-に／イA-く V

全体的に短く切ってください。

➋ Nのために、〜

外国の方のために、いろいろなサービスがあります。

⚫ 理髪店 (Barbershops ) / 美容院 (Beauty salons )

⚫ Dry cleaning service ⚫ Delivery service 1
⚫ Delivery service 2 ⚫ How to use a barbershop ⚫ How to use a beauty salon

⚫ Public services for foreign residents

Nature and Environment

Topic

Lesson

情報

15 The lights in the meeting room were left on.

Can-do

Activities

1.

エコ活動の貼り紙

Can look at a notice about eco-friendly activities posted at work, etc.
64 and understand what to be mindful of.

2.

水がもったいないですよ

Can talk about things you are mindful of for the environment or listen to
65 and understand what others say.

3.

ごみの分け方・出し方

Can read and understand instructions on how to throw away of garbage,
66 such as when to throw away a certain kind of garbage.

4.

どうやって捨てればいいですか？

67 Can ask and understand how to throw away a certain kind of garbage.

Kanji Words
Grammar
Notes
Tips for life in
Japan

温度

危険

〜種類

消す

捨てる

出す

分ける

燃える

決める

設定する

➊ V-たままです

会議室の電気がついたままでしたよ。

➋ V-るのにいいです

マイストローは、ごみを減らすのにいいんですよ。

⚫ “Cool Biz” ⚫ Disposable plastic shopping bags and “my bag” ⚫ Separation of trash
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Lesson

16 Do not panic in case of an earthquake.

Can-do

Activities

1.

緊急地震速報です

Can listen to news and announcements about a disaster and understand
68 what happened and what to do.

2.

避難訓練を始めます

Can listen to the explanation and instructions for emergency drills and
69 understand what to do and what to keep in mind.

3.

地震が起こったときは…

Can listen to and more or less understand the explanation on what to do
70 in case of earthquakes at emergency drills, etc.

4.

避難所はどこですか？

Can ask people around you for the necessary information in case of a
71 disaster.

5.

防災パンフレット

Can read and understand brochures for disaster prevention written in
72 simple Japanese for non-Japanese residents.

地震

Kanji Words

台風

外

声

危ない

大切
（な） 心配
（な） 集まる

進む

➊ V（imperative -form）
急げ。こっちに集まれ。
V-るな（imperative-form of prohibition） 走るな。
Grammar
Notes

Tips for life in
Japan
▶

できるだけ煙を吸わないようにしてください。

➌ V（
- られ）なくなります

ドアが開かなくなると、外に逃げられなくなります。

➍ Sても、〜

大きな地震が来ても、あわてて動かないでください。

➎V
（plain-form）かどうか、〜

店が開いているかどうか、わからないけど…。

⚫ Natural disasters and hazard maps ⚫ Regional division of Japan ⚫ Disaster drill
⚫ Magnitude and intensity ⚫ Emergency bag and items to use in a disaster

My Life

Topic

Lesson

➋ V-ないようにしてください

17 I can speak Japanese better than before.

Can-do

Activities

1.

日本の生活には慣れましたか？

Can talk in simple terms about what you’ve experienced and how life
73 has changed after coming to Japan.

2.

知らないことばが多くて大変でした

Can talk in simple terms about how your work is going lately to your
74 co-workers.

3.

近況報告のメッセージ

Can write a simple message about how you are doing lately and send it
75 to your Japanese-language teacher, etc.

Kanji Words

最近

Grammar
Notes

➊ V（
- られ）るようになりました

Tips for life in
Japan

⚫ Wadaiko (Japanese drum) ⚫ When someone gives you praise ⚫ Japanese TV drama series

Lesson

授業

問題

大変
（な） 困る

違う

慣れる

増える

笑う

苦労する

最近は、ほかの人にお店の情報を教えられるようになりました。

18 I am thinking about starting my own company in the future.

Can-do

Activities

1.

すしの職人になりたいです

76 Can talk in simple terms about your dreams and hopes.

2.

最初はすごく苦労したよ

Can listen to and more or less understand the experience and advice of
77 a person who has lived in Japan for many years.

3.

みなさんには、とても親切にしてもらいました

78 Can express thanks at a farewell party, etc. referring to some brief episodes.

Kanji Words

Grammar
Notes

Tips for life in
Japan

希望

募集

特に

住む

建てる

続ける

考える

役に立つ

卒業する

留学する

➊ V（
- よ）うと思います／思っています

将来は、タイで、自分の会社を作ろうと思います。

➋ V-るために、〜

日本に住むために、もっと日本語をがんばろうと思います。

➌ V-てあげます

両親に、家を建ててあげるつもりです。

➍ V-てもらいます

JF工業のみなさんには、とても親切にしてもらいました。

➎ V-てくれます

山内さんは、私にたくさん、日本語を教えてくれました。

⚫ Shokunin (craftsperson) ⚫ How to learn Japanese

⚫ Farewell party
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